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Ⅰ　序　章

1　はじめに

日本とロシアとの間には、深刻な領土問題が存在する。北方領土問題とは、両

国間に存在する最も大きな課題と言っていいだろう。第二次世界大戦後に実質的

に始まった領土問題は、およそ70年経過した現在においても未解決のままであり、

今後の解決の兆しも見えないように思われる。

今日まで、日本においては、北方領土問題は主としてロシア（ソ連）の側に何

かしら問題があるがゆえに存在するものであるという考えが目立っている。しか

し、果たしてそれは正しいのだろうかという疑問が生じる。

本稿ではそのような疑問を基に、なぜ領土問題が解決されてこなかったか、別

の視点から検討する。その際主に用いるのが、当時日本側が抱いていたロシア

（ソ連）に対するイメージとゴルバチョフ・エリツィン時代のロシア（ソ連）の実

態である。それを照らし合わせることによりこの命題を考察していく。このよう

な考察の方向性をとるのには理由がある。例えば、政策決定を担うエリート層と、

その下に位置する公衆の対比を想定すると、その中間に「注意深い公衆」が位置

している。この「注意深い公衆」は、ある国の対外イメージ形成に大きな役割を

持っている。この「注意深い公衆」の対外イメージを探るのにしばしば用いられ

る方法は、一般論壇での議論である。それゆえ、本稿では、論壇の論文を中心に

据えることとする。そのような、イメージと実態の乖離を考察し得られた結果は、

領土問題だけでなく他の諸問題に対しても応用できる可能性もあるだろう。

2　先行研究

この研究テーマに関連する先行研究を概観しておく。まず、挙げられるのが、

Gilbert Rozmanの研究である1）。Rozmanは、ゴルバチョフ時代における日本側

のソ連に対する認識の形成とその過程、その背景および要因について考察・検討

をしている。彼は、日本側の対ソ認識の変化を年代ごとに三段階に分けている。

第一段階が1985年から1987年中頃、第二段階は1987年中頃から1989年中頃まで、

そして第三段階は1989年中頃から1990年と1991年をまたぐ冬である。第一段階は、

日本の「目覚め」と題されている。ソ連に対して無知識・無関心の状態から、徐々

に関心・興味を寄せて、情報を集め始めた。第二段階は、「日本の移ろいやすさ」
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と題されている。ここでは、関心の急速な変化や古い考え方に対する新しい見方

がいくつも登場した。第三段階では、ソ連が変わりつつあるということに対して

日本側が確信を持ち始めたということが述べられている。さらに、この段階の区

分けは日本側の行政における変化にもうまく合致している。

また、下斗米氏の近著は、「日本でのペレストロイカ認識と政策とが何であり、

ソ連側の対日政策の規定要因がいかにかみ合わなかったという角度から」の分析、

という本稿と同様の視角を持っている2）。

しかしながら、Rozmanと下斗米氏の議論はゴルバチョフ期までであり、その

後のエリツィン期は射程外になっている。本稿は、エリツィン期まで含めた分析

を行う。また、Rozmanの三区分は、1989年頃の新しい見方の影響力を過大視し

ているように思われる。Ⅱで見るように、1989年までは、ソ連の変化に懐疑的な

議論が論壇でかなり見られたからである。そこで、本稿では Rozmanによる段階

の区分けの仕方とは異なる1985-1989年頃と1990年から1991年という 2つの区分

けをし、日本側の対ソイメージとソ連の実態の乖離を検討していく。さらに、下

斗米氏の分析は、政界、外務省などの対ロ政策に詳しいものの、論壇を中心とし

て形成される日本の「注意深い公衆」への言及は少ない。本稿は同時代の論壇の

分析を中心に、日本の対ロ認識を探るものである。

3　前　史

ゴルバチョフ・エリツィン期の対ロ政策を論じる前に、前提としてゴルバチョ

フ時代に至るまでの日ロ関係を領土問題を中心に概観しておこう。

（ 1 ） 第二次世界大戦末期　ソ連による北方四島領有

第二次世界大戦末期、ソ連は日ソ中立条約を破り、千島に侵攻を行った。ルー

ズベルト、チャーチル、スターリンの間で交わされたヤルタ協定で、スターリン

はドイツ降伏の 2ヶ月又は 3ヶ月後にソ連は対日参戦し、「クリル諸島はソ連に

引き渡される」とされた。のち、ドイツは1945年 5月 8日に無条件降伏を行った。

そのおよそ 3ヶ月後の 8月 8日、ソ連は日本に宣戦布告をし、満州への進撃を開

始した。しかし、当時日本とソ連の間では日ソ中立条約が締結されていた。1941

年 4月14日にモスクワで締結された日ソ中立条約とは、相互に領土の保全と不侵

略を約束し、締約国の一方が第三国から攻撃された場合、他方は中立を維持する、

とされた。有効期限は 5年であり、満期の 1年前に締約国の一方から破棄の通告
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がなければ、延長もあり得た3）。

この日ソ中立条約がありながら、日本に対するソ連の侵攻には、いかなる正当

性が証明できるだろうか。ソ連の外相であったモロトフは、1945年 4月 5日、佐

藤尚武外相をクレムリンに呼びつけ、日ソ中立条約の破棄を通告した。和田氏は、

これについて、「佐藤はのこり一年間は条約はなお有効であるとソ連が確認した

ものと受け取った。完全に読み違えたのである」とまとめている4）。一方、長谷

川氏は、モロトフが条約の有効期限は翌年 4月であると認め、彼が嘘をついたと

考えた5）。また、木村氏は、「たとえソ連が廃棄通告をおこなおうとも、1941年

4月25日に両国によって批准された同条約は、1946年 4月25日までの五年間は効

力をもつ条約である」としている6）。いずれにしても、ソ連による対日宣戦布告

が、日ソ中立条約に違反していないと断言することは非常に難しいと考えて差し

支えなさそうだ。

（ 2 ） サンフランシスコ平和会議

1960年 6月の朝鮮戦争勃発をきっかけに、日米関係の再検討が迫られた。当時、

米国は、早急に日本との戦争状態に終止符を打ち、日本を極東の反共産主義の防

波堤にしようと考えたのである。当時対日講和の中心であったジョン・フォス

ター・ダレスはサンフランシスコ平和条約に臨む際、独特の戦略を採用した、と

木村氏は言う。つまり、日本に千島列島を放棄させ、しかしその帰属を曖昧なも

のにし、北方領土問題を日本とソ連の諍いの種として残した7）。「クリル諸島」

の定義はこれ以前から議論があるが、その点も曖昧にされていることが分かる。

長谷川氏は、西村熊雄条約局長や草葉隆圓の発言などを引用して、もし日本が領

土返還の要求を法律的に正当化しようとするなら、サンフランシスコ条約の領土

条項の修正を要請するしかない、と主張している8）。この条約における「千島」

の定義は、非常にあいまいなものであり、日露の間に重要な溝を残すことに成功

した、と考えられる。

（ 3 ） フルシチョフ時代

戦後の最初の日ソ関係の改善の契機として考えられるのは、ニキータ・フルシ

チョフがソ連の最高指導者となり、「平和共存」へ外交路線の転換を開始したと

き、と木村氏は言う9）。木村氏は、フルシチョフが、ソ連の核兵器の発達により、

冷戦の続行は熱核戦争を勃発させ、人類の滅亡に導かれるかもしれない、と憂慮
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するようになった、と考えている。フルシチョフが核兵器の影響力を重視してい

たのは間違いがなさそうだ。「今日、戦争で勝敗を決定するのは核兵器だろう」、

とフルシチョフは述べている10）。鳩山首相とフルシチョフによる歩み寄りは、こ

うしたことを背景に進んだ。松本俊一とヤーコフ・マリク両全権代表により、日

ソ国交回復は進んだが、北方領土に関しては、問題が生じた。岩下は、結論から

言えば、共同宣言を発表する形で日ソは国交回復を成し遂げたが、平和条約では

なく共同宣言というやり方で国交回復がなされたのは、日ソの国境線をどこで引

くのか、という論争で折り合えなかったから、としている11）。なぜ北方領土問題

がこのときに解決されなかったのかについてはいくつかの原因が挙げられる。

まず原因の 1つとして考えられるのは、鳩山が、一刻も早い日ソの国交回復を

望んだという点である。鳩山外交の神髄は、シベリア抑留者や国連加盟の問題を

優先すべきという信念がある、と木村氏は分析している12）。事実、当時の年表を

参照すると、日ソ国交正常化の後、樺太地域を除く最後の引き揚げが達成されて

いることがわかる13）。

もう 1つの原因として挙げられるのは「ダレスの恫喝」である。1956年 8月の

モスクワ交渉で一旦まとまりかけた「二島で妥協」の案は、東京の反対で拒まれ

た。重光葵外相は、ロンドンでダレス米国務長官と会談した際、日本が国後と択

捉のソ連帰属を認めるなら米国も沖縄領有を主張できる、と強調した、とされて

いる。これが、「ダレスの恫喝」である14）。

（ 4 ） ブレジネフ時代

1960年の日米安保条約の改定が試みられると、フルシチョフは共同宣言の領土

条項を一方的に破棄し、これ以後、ソ連は、日本との間に領土問題は存在しない

という態度を取るようになった15）。しかし、木村氏は、1967年の三木武夫外相と

コスイギン首相の会談に注目した。コスイギンからの、「中間的措置」の提案が

ありながらも、三木外相はそれが日本にとって有利なものではないと判断し、公

表しなかった、としている16）。日ソ共同宣言後、日ソ間で二島返還論がいかにし

て論じられてきたかは定かではないが、その存在はいくらか見られた。

とはいえ、フルシチョフ末期からブレジネフ時代、およびアンドロポフ、チェ

ルネンコ時代の日ロ関係は停滞していたと考えるべきであろう。大きな変化が生

じるのはゴルバチョフ時代に入ってからである。
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Ⅱ　ゴルバチョフ時代

本章では、ゴルバチョフ時代における日本の対ソイメージとソ連の実態につい

て考察していく。大きな枠組みとしては、1985年から1989年頃まで日本はソ連に

対して懐疑的で、イメージとしてはマイナスのものが多かった。しかし、1990年

頃からゴルバチョフのソ連に対して期待を抱くようになった。そこで、時代区分

を1985年から1989年頃までの前期と、1990年から1991年までの後期に大きく分け、

前者については新思考外交、ソ連脅威論、対ソ認識について取り扱い、後者につ

いてはゴルバチョフ政権への期待について取り扱う。そして、それぞれのテーマ

において日本側のイメージとソ連の実態の乖離について考察していく。

1　新思考外交

1985年、ゴルバチョフが書記長に就任した。そして、翌年の1986年ソビエト連

邦共産党第27回大会において、ゴルバチョフ政権の代名詞である「ペレストロイ

カ」という言葉が初めて用いられた。これがペレストロイカの始まりであった。

ペレストロイカの枠組みの中で、新思考外交という理念が提唱された。新思考外

交の立場は変化する国際政治経済の中において二極論に代わり多極論を重視し、

それと同時に軍事に比しての政治の重視、より厳密に言えば安全保障を相互的な

ものとしていた17）。

当時の日本の論壇では、この新思考外交の対日政策に対して論争が巻きこって

いた。袴田茂樹氏、下斗米伸夫氏、長谷川毅氏の見解を比較すると、どのような

見解が存在していたのかがわかる。まず、袴田氏は「対日政策の領土問題につい

ては具体的に新思考を適用していない」と述べている18）。つまり、日本は新思考

外交の枠組みの中には存在せず、さほど重要な国だとみなされていなかったとい

うことだ。次に下斗米氏は、「日ソ関係はソ連側からすれば、新思考外交の最期

のフロンティアであり、同時に過去の清算よりも、新しい経済の時代への転換の

ために過去のスタンスをかえるといった性格が強い」という見解を示した19）。お

そらくこれはあくまで日本は新思考外交の枠組みの中に組み込まれていたが、ソ

連側としては西側との緊張緩和が最優先であったと捉えることができる。そして、

最後に長谷川氏の見解である。彼は「新思想を真剣に取り上げ、そこから予測さ

れるかもしれないソ連の外交政策の転換にいかに対処しなければならないかを考
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えるべきである」と主張している20）。つまり、この新思考外交の導入は従来のソ

連の外交政策を刷新したものであり、これまでのソ連外交のアプローチとは異な

るアプローチを提唱していた。ここまで 3人のソ連の研究者の見解を紹介してき

たが、Rozmanによれば、袴田氏のような右寄りの見解が優勢であった21）。

一方で、当時のソ連側は新思考の枠組みの中で日本をどのような位置に置いて

いたのだろうか。ゴルバチョフの補佐官を務めていたアナトーリ・Ｓ・チェル

ニャーエフの回想録によれば、1988年 5月 6日に日本社会党委員長の土井氏と会

談をした様子がわかる。その会談は、「「新思考」外交の展開において占める日本

の位置をできるだけ現実的に評価しようという努力のなかで行われた」というこ

とが述べられていた22）。

つまり、ソ連側の実態は下斗米氏の見解にもっとも近い状態であったと言える。

しかし、先述のように日本では右寄りの見解が支持されていたため、日本側の見

解とソ連側の実態との間で乖離が生じていたと言える。

2　ソ連脅威論とソ連の軍縮

第二次世界大戦後、米ソ冷戦が生じた。そのため、両国は軍備拡張・増強を開

始し、核開発競争の時代に突入した。そのような背景の中で、日本のソ連の脅威

論に対しても様々な見解が示されたが、ゴルバチョフ時代に至っても、まだ意見

は割れていた。

吉成大志氏と曽野明氏による、ゴルバチョフの外交手法についての対談の中で、

曽野氏は「軍事力で脅す以外にソ連に打つ手はありません」と述べている23）。さ

らに、吉成氏は「日本政府は北方領土におけるソ連の軍事増強など、ソ連の行動

こそが日本の安全を脅しているとして、この提案を検討に値しないと一蹴するよ

うな面もあります」という見解を示している24）。つまり、彼らはソ連の軍事拡張

を日本に対する脅威と捉えていた。

しかし、一方でソ連の軍備拡張は日本に対する牽制ではなく、第三次世界大戦

を想定し、世界大戦に敗れるのを避けるために必要としたからであり、ソ連がそ

うした脅威になりえないことを指摘していた有識者もいた25）。また下斗米氏は、

1970年代、日本政府はしだいにイデオロギー的、脅威論的ソ連観に傾斜するよう

になったが、当時の日本政府や軍事当局者はソ連を真の脅威とみなしていなかっ

たと述べた26）。

さらに、『中央公論』に掲載された中曽根康弘、Ｈ・キッシンジャー、Ｖ・ジ
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スカールデスタンによる報告書では「ソ連の相対的な軍事的優位が存続する限り、

国際関係において力による脅威が相変わらず重要な要因として残るであろう」と

報告されている27）。

しかし、ソ連側にとってこの脅威というのは見当違いのものであった。実際ソ

連側は、この脅威のイメージを消し去るためにソ連国民と外国人の交流を計画

し28）、そして、ゴルバチョフが国家の最高指導者の座につき、新思考外交を進め

る中で軍縮や核戦争の脅威を除去していった29）。また、ゴルバチョフがそのよう

な脅威を減少させようとしているのがうかがえる行動も見られた。1987年 3月末

にモスクワで行われた当時のイギリス首相であったマーガレット・サッチャーと

の対談がその一例だ。その対談では、軍縮について激しい議論が交わされた。こ

こでチェルニャーエフが回想するには、「ゴルバチョフの粘り強さがなかったら、

そして核兵器が絶対悪であり、その上に世界政治を打ち立てるのはもはや不可能

だということをすべての人に証明しようとする欲求での彼の非妥協性がなかった

ら、そもそも『プロセスは始まらなかった』」30）という見解を述べている。

つまり、ソ連の脅威論というのは日本が生み出してしまったソ連に対してのイ

メージにすぎず、ソ連の実態とはかけ離れたものであった。

3　変化しつつあるソ連と対ソ認識

ゴルバチョフ政権時、日本の中ではソ連が変化しているかどうかについての議

論が盛んに交わされていた。前述で取り上げた『諸君！』における吉成氏と曽野

氏の対談において、曽野氏は「ソ連の場合、外相が誰になろうと基本政策は変わ

らないと思います。内政、外交とも政治局、書記長が決定するんですからね」と

述べ31）、また吉成氏も「ソ連の外相人事で外交政策が変わることはまずありえま

せん」という見解を示している32）。つまり、書記長であるゴルバチョフが外交の

イニシアティブを握っており、その外交政策の方向性や具体的内容を決定するの

もゴルバチョフであった。そのゴルバチョフが変わらない限りは、外交政策の転

換は訪れないと考えられていた。さらに、河本弘氏は「ソ連の領土問題へのスタ

ンスは、基本的には少しも変わっていない。いつの場合も、日本側が過剰に反応

し、自分に好都合の解釈で『前進した』と大騒ぎしただけで、事態は膠着状態の

まま今日に至ったのである」と述べている33）。ゴルバチョフは新思考外交を導入

し、日本人の多くは少しずつ外交政策に転換が見られると考えているが、河本氏

は基本的にはソ連側に変化はないという認識を持っていた。
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しかし、下斗米氏は異なる見解を示した。つまり、経済改革のための国内課題

の解決に迫られ、対外性政策全般を開放的な体制にしていく必要があったという

認識を彼は示し、少しずつ改革の必要性に迫られているゆえに少しずつソ連が変

化しつつあるということを述べた34）。

さらに、ニェズナンスキイはゴルバチョフが政権の座についても、ソ連が変化

しないという可能性が高いというふうに考えていた35）。また、『外交フォーラム』

における対談において、都甲氏は、ゴルバチョフの会談の様子を見ると、対話を

続け、それを高水準へと高めていこうという兆候が見られると主張しているが36）、

袴田氏は、結局対日政策に関しては新思考ということが言われながらも変化が見

られないということを述べている37）。

たしかに、新思考外交という理念が導入されたばかりの1986年当時、ゴルバ

チョフ自身が回想するように対日関係については新思考に基づいた政策が存在し

ていなかった38）。しかし、1986年の 7月から 8月末にかけてゴルバチョフの極東

旅行が行われたことから、極東地域と交流するとともに新思考の理念に基づいて

アジア太平洋地域に向かってアピールを示したということがうかがえる39）。実際、

新思考政策が作り上げられ、また問題の本質を考えるとともに日本の政治家たち

と積極的に交流することにより、領土問題を議論することを開始したとゴルバ

チョフは回想している40）。また第19回党協議会の報告にあるように、ペレストロ

イカはソビエトの対外政策に本質的にも形質的にも新たな質を要求した41）。

つまり、日本側の有識者たちはソ連の変化には少し兆しを感じるものの、それ

に対して疑念を抱いていた一方で、ソ連側は着実に変革を進めていたのである。

ここにも日本側のイメージとソ連側の実態に乖離があったといえるだろう。

しかしここで注意しておきたいのは、全員が全員ソ連に対して疑念を抱いてい

たというわけではなく、ソ連に対する見方や考え方が変化した人々が少なからず

存在したということである。Rosmanによれば、1987年中頃から88年にかけて多

くの右寄りの人々が中道派へと移行し始めた42）。そのうちの 1人が木村汎氏であ

る。彼は1987年頃、モスクワは二極的なアプローチを変えておらず、日本を過小

評価しているということを主張していた43）が、88-89年の間に、彼はソ連の微妙

な変化を受け入れ、二国間関係に対して以前よりも希望を抱き始めたのだ44）。こ

のように、一部の有識者の間では、ソ連に対する認識が変化し、期待が高まりつ

つあったのである。
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4　ゴルバチョフへの期待と権力の低下

1991年 4月、ゴルバチョフ大統領が日本を訪れることとなった。ソ連の最高指

導者としては初めての訪日だったため、訪日の決意が示された89年秋以降、日本

の世論においては北方領土問題解決への期待が高まっていた。和田春樹氏はゴル

バチョフの訪日を前にして、「日本にとっても、ゴルバチョフ訪日は積年の課題

解決のチャンスの到来という意味で待ちに待ったものである」という見解を示し

ている45）。また、松永信雄氏は『外交フォーラム』において、今回のゴルバチョ

フの訪日に対して、両国の国民だけではなく国際社会全体が大きな期待を抱いて

いるだろうと述べた46）。これらのことから、ゴルバチョフ訪日に対する高い期待

が寄せられていたことがわかる。また、ゴルバチョフが訪日した際、日本国民は

日ソ関係に打開が生じることを待ち望んでいたとゴルバチョフが自身の回想録で

語っているように47）、ゴルバチョフ自身にも日本側の期待が伝わっていたことが

わかる。

しかしソ連では、1988年第19回党協議会直後から全国的な権力の構造とゴルバ

チョフの権限の弱体化が始まり、その後急激に弱体化が進んでいった48）。そして、

食糧事情の悪化や民族問題などの国内問題も多く抱えていた上に、1991年 8月に

クーデターが発生した。この一連の事態により、ゴルバチョフの権威は地に落ち

ていったのである。

以上のことから明白なように、日本側としてはゴルバチョフによって領土問題

を含む日ソ関係が進展すると期待していたが、実際ゴルバチョフ自身には日ソ関

係を改善していくような時間や権威も残っていなかったのである。

本章の議論を通して、ソ連が変化しつつある前期に日本側がそれを十分に理解

していなかったこと、他方、ゴルバチョフが選択肢を失いつつあった後期に日本

側がソ連に対して過度な期待を抱いていたこと、それぞれの間に乖離が生じてい

たことがわかる。こうしてゴルバチョフが失脚した後、北方領土問題はエリツィ

ンへと引き継がれることになる。

Ⅲ　エリツィン第 1期

ボリス・エリツィンは、1991年 7月にロシア共和国大統領に就任した人物であ
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り、ソ連崩壊後はそのままロシア連邦大統領となった。本章ではエリツィンが大

統領になり、第一期目を終える1996年までの期間における北方領土問題に関する

日本とロシアの認識の齟齬を考察する。

1　エリツィン訪日延期をめぐる日本の対ロ認識と政策

（ 1 ） 初期のユーフォリアの形成

1991年の八月政変後、エリツィンは事実上権力を握り、12月のソ連崩壊とゴル

バチョフの辞任と同時にロシア連邦大統領となった。それまで対日強硬派として

知られていたエリツィンであったが、「野党」から「政権与党」への転換を機に、

対日政策においてもそれまでとは異なる、柔軟路線を取るようになった。

例えば、それは1991年 9月、ルスラン・ハズブラートフ・ロシア共和国最高会

議議長代行が訪日し、エリツィンからの親書を海部首相に手渡し、その親書の内

容に沿って北方領土問題について次のような発言をした際に顕著に表れた。①エ

リツィン氏の「五段階案」に修正を加え、段階を縮め、変化を加速化する。②第

二次世界大戦の戦勝国、敗戦国の区別ではなく、国際法上の平等、歴史的公正に

基づいて同問題の解決を図る。③今までソ連国民に間違ったことを教えていたこ

とを反省する。④日本の長年の夢を実現する用意がある。⑤日本の掲げる政経不

可分の原則を尊重しつつも、日本の対ソ経済支援拡大を要請する49）。

木村汎氏は、「これは、要するに従来のソ連政府による北方領土問題に関する

政策を、ほとんど日本側の主張である北方四島返還要求まで近い線に歩み寄らん

ばかりに『質的に』大転換したことを意味する」と述べた50）。そのことは、以下

の点に表れている。すなわち、②において、それまで、「戦争結果不動論」を主

張し続けたソ連が「法と正義」による解決を試みるということを明確にしており、

また④において、日本の長年の夢とは「四島返還」のことであり、その用意がソ

連側にあるというのは、それが真意であれば日本にとっては絶好のチャンスに見

えた。

さらに、ロシアにおける内政に関して、エリツィンの国内での支持率が高いこ

と、八月政変により、それまでの保守派が一掃されたこと、一方で上記⑤のから

もわかるように、前ゴルバチョフ政権から経済は一貫して回復せず、世界 2位の

経済大国である日本からの経済支援を必要としていることから、日本側の北方領

土問題解決に対する期待は一気に膨れ上がった51）。

しかしながらここで注意しなければならないのは、実はエリツィンの対日態度
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は、崩壊直前のソ連・ゴルバチョフとロシア共和国・エリツィンとの関係の中に

位置づけることができるということである。

1990年 6月12日にロシア共和国は国家主権宣言を行った。これと同時にロシア

共和国はソ連に対し、他の主権に加え、自ら外交政策をつくる制度も確立して

いった。対立するソ連が衰退していくなか、ロシア共和国は諸外国からの信認を

獲得するため、外国政府に対して積極的な働きかけをした。またジョン・レーベ

ンハルト氏は彼の論文「ロシア共和国の外交政策」のなかで以下のような見解を

述べている。「1991年の春から夏にかけてロシア共和国の外交政策は、二つの関

連しあう緊張状態によって支配される政治情勢の中で進められることとなった。

その第一の状態は、ゴルバチョフとエリツィンの間に対立がありながら、もう一

方では、両者とも認識していた、協力することの必要性から生まれる緊張関係で

あった。第二の関連しあう緊張状態は、連邦形成への転換過程を支配しようとす

るソ連の中枢と大部分の共和国との対立だった」52）。第二の緊張状態とは、ロシ

ア帝国においてもソ連においても常に中心であったロシアがソ連の他の民族と将

来的にどのように共存していくのかということが焦点となっている。「従来の諸

外国に対するロシアの外交政策はこうした二つの緊張状態から生まれる多くの変

化する変動的要因を含む機能から生まれてきたものだった。こうした状況の持つ

複雑性と流動性が、例えば、北方領土問題についてロシア共和国指導部が見せる

不安定に変動する態度を説明するものである」53）。

しかしながら、エリツィンからの親書の内容を真に受けた日本は、領土問題解

決に向けた楽観的観測を形成し、その観測に裏付けられて、ロシアへの要求を強

めていったのである。次項で見るように、このことが、1992年 9月に予定されて

いたエリツィンの訪日延期を招くことになる。

（ 2 ） ユーフォリアによる楽観と訪日延期

親書によって楽観的観測を形成した日本は、ソ連崩壊を受けてその楽観的観測

を強めることになった。例えば、ロシアの 8月クーデターでエリツィンの国内影

響力が上がったことに伴い、ロシアは今年中にも北方四島を返還するのではない

かという極めて楽観的な予言が存在していた54）。また、訪日時になされるであろ

う共同声明に、経済交流や支援、技術的な交流といったようなアイテムを数多く

盛り込んだ包括的なパッケージを盛り込むべきである。さらに北方領土を日ロの

より重要な国家目標を達成するための手段とみなすアプローチを採用したりすべ
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きだというような主張が見られた55）。さらに、日露両国の力関係や、両国を取り

巻く国際環境が、ソ連崩壊によって断然日本有利に傾いているといったような見

方もなされていた56）。領土政策として日本が対ロ支援にのり出せば、日本から実

をとって日本には与えないというロシアの戦術にはまる余地が強まる可能性があ

るといったような慎重的な意見も一部では見られたが57）、論壇の潮流は楽観的観

測に傾いていたと言えるだろう。そして、このような楽観に支えられたためか、

日本が実際にとっていた行動は非常に強硬なものであった。というのも、エリ

ツィンの訪日延期以前、渡辺外務大臣はロシアを訪れたが、ロシアの二島返還提

案に対して渡辺外相は一貫して四島返還を要求したのである。

しかし、ロシア側は、日本に対して譲歩する立場をとることがますます困難に

なっていた。まず、そもそも新生ロシアには一貫した外交政策が欠如していた。

1996年から2003年まで日本大使を務めたパノフは、当時の問題点として、次のよ

うに述べている。ソ連崩壊直後のロシアには、「総合的で、概念的な方向性はなく、

新国家の対外政策理論もまた存在しなかった。まさにこの時代、ロシア外交政策

に首尾一貫性がなく、衝動的で、夢想的で、状況対応的で、特に、必要な専門性

も欠けていたのは偶然ではない」58）。さらに、ソ連崩壊を受けて、これ以上の領

土の縮小に対して、ロシア世論は急速に批判的になった。パノフによると、1992

年春から、日本への領土的譲歩に対して拒否反応をロシア世論は示し始めた59）。

彼は、日本の強硬な要求を前に、「ロシアでは、日本は、ロシア国家の一時的な

弱体化を利用して領土を手に入れたいだけであり、ロ日関係を真剣に発展させよ

うということには昔通りに関心がないという強い見方が形成された」と述べる60）。

こうして、日本の楽観に裏付けられた強硬姿勢と、ロシアが取れる政策の距離

は、大きく開いたまま訪日日程が近づいた。エリツィンは、日本人に対する評価

として、「どんなつまらぬことにでも硬さと、頑固さが見られる」と、訪日延期

を決定した時期を回想している61）。こうして、エリツィンは予定直前に訪日延期

を決定した。日本の楽観的ロシア認識を支えられるような現実はロシアには存在

していなかったのである。

2　エリツィン訪日延期後の日本の対ロ認識（1992-1996年）

（ 1 ） 訪日延期直後の日本の対ロ認識

訪日延期を受けて活発化した北方領土問題に関する様々な議論のなかに、さら

に日ロ間のギャップをみることができる。当時の日本では、ロシアの経済的困難
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に関心が集中した結果、ロシアの対日政策に関する認識は、経済に偏る傾向を示

した。特に、ロシア側が領土問題をちらつかせることで援助を獲得しようとして

いると考える者があった。例えば、ロシアは経済改革の失敗で日本からの経済支

援の重みが増しているといったようなものや、ロシアは領土問題を引き合いに出

せば日本からお金を引き出せると思っているといったようなものである62）。また、

領土問題がお金の問題になったことで、対日領土返還はいつの間にかロシアの温

情になり、経済援助は日本の義務になってしまっている、といったような議論も

あった63）。さらに、そのような援助に関連付けられたロシアの対日政策に惑わさ

れないために、経済支援にも抑制的であるべきと考える向きもあった。例えば、

木村汎氏は、日本は、北方領土問題に関して「政経不可分」を原則としており、

北方領土問題が解決されない限りは、日ロ二国間レベルにおける対ロ支援に関し

ては抑制された態度しかとりえないだろう、と議論している64）。

たしかに、非常に不安定なロシアの経済状況にとっては、経済援助は不可欠で

あり、日本の援助も必要としていたことは間違いないと考えられる。このように

日本では北方領土は経済、つまりお金の問題であるという認識が相当程度あった

が、対するロシア側の実態としては、北方領土問題はお金の問題としてだけでは

済まされない問題であったと考えられる。というのも、この時期のエリツィンは、

非常に政治的基盤が弱かったという事実がある。政治、経済において逼迫した状

況にあり、世論をより慎重に考慮しなければならず、対日本の北方領土問題に関

心を多く割けるような状況ではなかった。その一方で日本では、日ロ関係といえ

ば北方領土問題という考え方が世論に定着しており、日本にあるのは北方領土政

策であって対ロ政策ではなかった65）。このように日本の北方領土のみに執着する

対ロ政策に関して、エリツィンは、「『北方領土』の問題からのみ出発してこの問

題をなんとか推し進め、日本側が態度を和らげるように説得することに努めてき

た。つまりわれわれは、防御の姿勢で立ち上がり、攻撃をはねつけようと備えて

いたことになる」と回想している66）。ここに日ロの大きな温度差が感じられる。

加えて、エリツィン含むロシアは北方領土問題解決による日本との関係改善の必

要性を本当に感じているだろう、という日本側の意識があったこと67）も二国間

の温度差をより大きなものにした。

訪日延期で最悪の事態になった日ロ関係は、1993年10月のエリツィン訪日と東

京宣言によって一応の底を打つが、次項で見るように、その後エリツィン第 1期

の終わりまでこれといった進展を見せなかったのは、ロシア側のみの事情による
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ものではなく、日本のかたくなな「政経不可分」の姿勢にもあったと考えられる。

（ 2 ） エリツィン第 1 期末期（1995-1996年）

エリツィン第 1期の末期には、ロシア国内において経済はもちろんのこと、民

族派や共産派の台頭によりエリツィンの政治的支持基盤が非常に弱くなっている

こと、また民族紛争の勃発による混乱の収拾に追われていることなどから、日本

においては、北方領土問題に対する以前の楽観は消滅し、即時解決は困難である

という見解が一般的であったように思える。実際にこの時期のロシア指導部は、

対西側協調路線から国益重視路線に大きくカーブを切っており、「一平方メート

ルたりとも領土は渡さない」というのが共通認識であった68）。この点から考える

と、このころの日本のロシアに対する認識とロシアの実態とは比較的一致してい

たように見受けられる。

また同時期、日本の情勢も、政治においては非自民党政権である細川内閣の発

足以降、自民党の復権の時代となり、経済においてはバブル崩壊後の後始末、ま

た外交に関しては対米関係の修復とアジアとの和解に力がそそがれ、対ロ関係は

大きな関心をひかなくなった69）。

このように1994年からエリツィン再選の96年まで、一般的には日ロ交渉は停滞

期であったと言える。この期間の領土問題に関する論壇はやや少ないようだが、

全くなくなったわけでなく関係者の間で議論がなされていた。

この頃の日本においては、即時の問題解決は困難であるとの見解がある一方、

問題解決策としては依然として領土返還と経済支援の「政経不可分」原則による

案が論壇でも多く取り上げられていた。例えば、北方領土を切り札に経済支援を

求めるロシアに対して「食い逃げ」「カモ」にされるな、という主張である70）。

これはあくまでも領土返還と積極的な経済支援をセットで考えるべきだとする考

え方である。これまで見たとおり、このような「政経不可分」の主張は、かねて

より一貫して見られた主張ではあるが、さらに、この時期の世論の反ロ感情の高

まりとロシアにおいて1994年に開始されたチェチェン紛争による経済のさらなる

悪化が影響しているのではないかと考えられる71）。反ロ感情の高まりについては

1993年のエリツィンの訪日延期が強く影響したことは間違いないだろう。さらに

チェチェン紛争は西側諸国にロシア連邦の民主的な変化が阻害されたという印象

を植え付け、さらなる経済の悪化によって国際通貨基金や世界銀行の借款を後ろ

向きにし、西側の対ロ支援意欲を冷やした72）。日本にも少なからずこうした西側
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と同様の対ロ認識や経済支援意欲の低下があった可能性が考えられる。

しかしながら、政経不可分に挑戦するような議論も見られた。長谷川毅は、次

のように主張した。まず日本側が対ロ経済支援を行うことで、日ロの関係が改善

し、共通の利害を拡大することで障害としての「北方領土問題」解決につなげ

る73）。つまり、経済支援を先に行い、領土問題については時間的に遅らせて交渉

するという「拡大均衡」による解決案である。

以上のようにエリツィン第 1期における北方領土問題を含めた日本の対ロ認識

は、大きく分けると訪日延期前は楽観的であったのに対し、訪日延期後は悲観的

であり、エリツィンの再選までの期間、交渉は停滞した。特に訪日延期前の対ロ

認識についてはロシアの実態とかなり齟齬があったといっていいだろう。こうし

て、訪日延期後も日本は「政経不可分」に固執した。しかしながら、それに対す

る異論も存在しており、これは1996年のエリツィン再選後に大きな意味を持つよ

うになる。

Ⅳ　エリツィン第 2期

本章においてはエリツィンが大統領として再任した1996年 7月から、1999年12

月の引退までの期間を扱う。この期間では日ロ間で様々なやりとりが行われ、表

面上においては日ロ関係が進展したように見えたが、日本側が抱く対ロイメージ

と現実ではどのような食い違いがあったのか検証していく。さらに時系列順にエ

リツィン再選（1996年 8月）、クラスノヤルスク会談（1997年11月）、川奈会談（1998

年 4月）、モスクワ会談（1998年11月）に区分し、検討および考察をする。

1　エリツィン再選（1996年 7月）

1996年 7月、任期満了に伴い行われた大統領選挙はロシア連邦共産党のゲンナ

ジー・ジュガーノフとの決選投票の結果、エリツィンが再選した。エリツィン再

選の大きな要因として、エリツィン陣営がなりふり構わぬ選挙運動をしたことが

挙げられる。仮にジュガーノフが勝利し共産党率いる政権に交代した場合、エリ

ツィンの政治生命どころか肉体的な生命も危うくなることから、エリツィンはこ

の選挙にあたり背水の陣にあったことがわかる。ロシア国内での有権者の投票行

動について袴田茂樹氏は、「エリツィンの政策に決して満足しているわけではな
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いけれど、エリツィンをつぶして共産党に政権を渡すのはまずいという、消極的

な判断の下にエリツィンを支持した」と分析している74）。

そして、『諸君！』において、エリツィンの再選について「ロシア大統領選挙

第一回の開票結果は、日本人を『やっぱりね』と納得させた。事実上もう少しで

『エリツィン不信任』を宣言するものだったからである」という反応が見られ

た75）。

エリツィン再選に伴う北方領土問題についての進展に関しては、日本の働きか

けで1997年 6月からロシアがサミットに参加するようになったことや、エリツィ

ンの勝利によって政権が一応安定することから、日本との連携強化でようやく解

決できるという期待感があった。

同時に、エリツィン自身の健康問題に言及されることも多かった。「日本側で

は、デンバー・サミット以来、『領土問題は今世紀中に決着できる』との期待感

が高まっている。だが、エリツィン大統領の健康状態を考えると、橋本龍太郎首

相にとって、対ロ外交はある種の賭けと言えよう」と鈴木美勝氏は述べている

が76）、ロシアの指導者がエリツィンでなくなれば、再び不安定な国内情勢になっ

てしまい交渉どころではなくなるという可能性が高かった。鈴木氏はさらに、「エ

リツィン大統領が肉体的に『爆弾』を抱えていて、無理はできないことは分かっ

ていながら、いま、エリツィン大統領に賭けざるを得ないところに、日本側の苦

しさがある」とも述べている77）。

実際、 2期目にもなるとエリツィンは心臓病が悪化し、政治の表舞台に登場す

る機会がめっきり減っていた。「心臓と肺の弱い大酒のみが、今後もロシアを治

めていくのか。それともより悪い後継者に任すのか。とにかく早く責任者を決め

てくれ」という論説も見られた78）。エリツィンの繰り返される入退院から彼が大

統領にいるのはもう長くはないと察する見解であり、日本側としてはいつ亡くな

るかわからないようなリーダーと交渉を進めるよりは責任がしっかりともてる

リーダーの登場を待ち望んでいたとも読み取れる。したがって、これからに期待

する見方もある一方で、日本とロシアの交渉が進まないことについては、エリ

ツィンの健康状態に原因があり、また、ロシア国民から消極的な支持にとどまる

ゆえに決定力に欠けるからである、と一定程度認識していたと考えられる。

しかしながら、エリツィンは1997年 9月の公式発言として「『諸島は日本に引

き渡すことはできない。ロシア社会はこのような決定をすることはできないから

である』と述べている」とあるように、日本の主張を否定する発言をしている79）。
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これが国内情勢を踏まえた発言だったのかエリツィン個人の意見だったのかは明

確ではないが、交渉が進まない原因として意見の不一致があることは確かであっ

たにもかかわらず、前述の 2つの理由がこれを覆い隠しているように見える。

2　クラスノヤルスク会談（1997年11月）

1997年11月 1日から 2日にかけてロシアのクラスノヤルスクにて橋本龍太郎と

エリツィンとの間で行われた、いわゆる「ネクタイなし」の非公式首脳会談につ

いて見ていく。北方領土問題をメインテーマに開催されたこの会談では、最終的

にクラスノヤルスク合意という結果を残した。それに対する反応はどのようなも

のだったのか。

クラスノヤルスク合意に至った要因について、当時外務省外務審議官であった

丹波實氏は橋本首相とエリツィンとの個人的な信頼関係を重く見ていた。丹波氏

は、橋本総理とエリツィン大統領であったからこそである、と次のように強調し

ている。「一国家間も、指導者同士が個人的にいかなる関係にあるかは重要です。

（中略）この二人の組み合わせがあってこそ、合意に至ったのです」80）。この合意

は、橋本・エリツィンプランと呼ばれるロシアの投資環境改善のために 3分野で

日本が協力するということと、両首脳は東京宣言に基づき2000年までに平和条約

を結ぶべく全力を尽くすということの 2つが抱き合わされた形でなされた。

指導者同士の信頼関係に加えて、「政経不可分」原則を緩め合意にこぎつけた

ことは、日本の対ロシア政策の方針転換が読み取れる。前章の最後に見た、長谷

川が1995年に主張した「拡大均衡」策には一定の意味があったように思われる81）。

今までの日本側の北方領土問題に対する姿勢について、木村汎氏は「領土返還要

求の『理念』の正当性に関して強い信念を持つあまり、相手方ロシアを返還に同

意させるよう仕向けるための説得作業の困難性をさほど認識しようとしない傾

向」と評している82）。そのため、今回新たな交渉技術と視点を取り入れたことも

合意に至った要因の 1つであると考えられる。

クラスノヤルスク会談以降の交渉の行く末については、「日露双方の外務省や

お互いの大使館の然るべき地位に、然るべき人材がこれだけ揃ったのも久々のこ

とであり、期待を膨らませている」という見方もあり、新たな展開を待ち望んで

いるかのような反応が見られた83）。

しかし、丹波氏はクラスノヤルスク会談の結果について日本のマスコミをはじ

めとして各方面での評価や期待値があまりにも高いことを憂慮していた。クラス
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ノヤルスクでは東京宣言に基づくという文言でまとめることができたものの、こ

れを過度に評価している節があると指摘したのである。同様に、長谷川毅氏はク

ラスノヤルスクで出された合意について、「日本とロシアにおいて、今世紀末ま

でに締結されるべき平和条約に対する正反対の期待を植え付けた。日本では、今

世紀が終わるまでに領土問題の決着がつくことを期待したが、ロシアでは、それ

と反対に、平和条約が領土問題の解決なしに行なわれ、日本の大規模な経済援助

がロシアに流れ込むという期待がうまれた。双方のこのような期待は非現実的

だった」と述べている84）。合意 1つをとってみても、日本とロシアの間で受け止

め方に不一致があったのではないかという指摘である。今後に期待する意見もあ

るが両氏のように疑い深い意見もあり、総じて当時の日本では期待が先行してい

るという印象があるとわかる。

当時、エリツィン自身には健康状態をはじめとする様々な問題点がつきまとっ

ていた。クラスノヤルスク会談の最中の出来事に次のようなことがあった。「ネ

ムツォフ第一副首相から『貴方の総理は予見可能な人か』と聞かれた。『総理の

お考えは相当程度察することができる』と答えると、ネムツォフ第一副首相は大

きなため息をついて『それは羨ましい。自分の大統領は予測不可能である』と

言った」85）。このことから、ロシア側ではエリツィンの独断で物事が進められて

いくという様子が窺える。また、この頃からロシア国内での政治的情勢が動いて

おり、日本との交渉に力を注ぐことが難しくなりつつあった。クラスノヤルスク

会談前の1997年 3月23日に突然エリツィンがチェルノムィルジン首相を解任し、

内閣が総辞職する出来事があった。代わりに首相候補として指名されたキリエン

コ氏に対する承認が難航し、会談前後に政局では大きな問題に発展しつつあった。

これに伴ってクラスノヤルスク会談後に予定されていた川奈会談の日程を変更す

ることになった。

3　川奈会談（1998年 4月）

キリエンコ氏の承認に関する騒動の最中、今度はエリツィンが訪日した。前回

の訪日キャンセルを教訓として、内政状況の悪化にもかかわらずキャンセルせず

に今回の会談を行うことにしたエリツィンについて、長谷川氏は「日本を重視し

たものとして評価できる」とする86）。また、日本側もホスト役としてエリツィン

の身体に配慮したセッティングを行っており、成果を得ようとする強い意気込み

が見られた。
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丹羽氏は川奈会談の様子について次のように述べている。「ここで橋本総理は、

北方領土問題についての、いわゆる川奈提案をエリツィン大統領に伝える。エリ

ツィン大統領は、その時身を乗り出して、とは言い過ぎであるが、半ば身を乗り

出し、強い関心を示し『面白い提案だ』とつぶやいた」87）。この記述から、エリ

ツィンは領土問題解決に前向きだったと捉えることができるだろう。橋本・エリ

ツィン間の個人的な距離感も縮まり、エリツィンは橋本のことを「リュウ」と呼

んでいたほどであった88）。

このような期待感が高まる展開であるが、丹波氏は、この頃には既にエリツィ

ン大統領には政治的な影響力がなくなりつつあることを指摘している。元々エリ

ツィンは発言と行動の不一致が多いとされてきたが、この川奈会談ではより一層

強まり、ロシア側の関係者にとっても悩みの種であったようである。具体的には

丹波氏がこう記している。「私としてはエリツィン大統領の発言の『予測困難性』

がますます強まってきていると思った。これは大統領の側にいるロ側関係者の

『次は何を言い出すのか』との不安そうな顔つきからも言えることだ」89）。もはや

昔のようなエリツィンの力はなく、このような状態で北方領土問題解決への前進

は困難であったと言える。

4　モスクワ会談（1998年11月）

川奈会談後、日露双方で政治的事件があり、日本の首相に小渕恵三氏が就任し

た。日本側は川奈提案に対するロシアの返答に期待感を持っていた。ロシアの大

統領はエリツィンで変わりなかったが、経済危機に端を発する政局の混乱によっ

て、日本側の期待感と裏腹にエリツィンの政治的威信は凋落していた。さらに、

小渕の訪ロにあわせて休養先から急遽駆けつける気迫を見せたものの、エリツィ

ンの健康状態も輪をかけて悪くなっていた。

丹波氏は1998年11月に行われた小渕首相公式訪露時の当時のエリツィン大統領

の様子を書き残しているが、「全体会議の間、エリツィン大統領は心ここにあら

ずという感じで全体の会談の流れはプリホジコ副長官が仕切っていた。会談の終

わりころ、シェフチェンコ儀典長が小声で『会談はもう終わりにしよう』と大統

領にささやいたが、大統領は何を言われているのか分からない様子で、ちょっと

の間呆然と空中を見ていた姿は痛々しかった」とある90）。相当なまでにエリツィ

ンは体力的にも政治的にも頼りなかったことがわかる。

しかし日本政府はエリツィン個人に決断のすべてを委ねており、エリツィンが
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いなくなった後はエリツィンを継ぐ地位とのパイプを作ることで対応しようとし

た。そのため、「日本の政治文化との違いについての、十分な理解が不足してい

るとも思える」という批判もあった91）。さらに鈴木氏が「今や、日本は対ロ外交

で、ポスト・エリツィンを視野に中長期的視点に軸足を明確に移すのか、それと

も『もう一度エリツィンに賭けてみる』価値が本当にあるのかどうかが、問われ

始めている」と述べていることから92）、盲目的にエリツィン頼みではいけないと

いう認識が存在していたとわかるが、日本政府としては打開策を取ることができ

なかったのである。

以上のことから、エリツィン第 2期では、日本側は、これまでの「政経不可分」

を修正し、クラスノヤルスク会談や川奈会談を通じて日露間の距離は近づき解決

への兆しが見えたと高い評価をしており、個人的な信頼関係によって、問題解決

を期待していたといえよう。しかし、ロシアの側では、エリツィンの肉体的な衰

えにより、政治的影響力は小さく、政策転換の時期との齟齬が生じていたと考え

られる。

Ⅴ　結　語

ここまで、日本側の対ソ・ロイメージとロシア（ソ連）側の実態の乖離について、

ゴルバチョフ期、エリツィン第 1期、第 2期に分けて検討してきた。

ゴルバチョフ期においては、変革しつつあるソ連側の実態を把握せずに負の対

ソイメージを作り上げてしまったこと、また、権威が弱体化しつつあったソ連に

対し過度な期待を抱いていたこと、これらの間でイメージと実態の乖離が存在し

た。

エリツィン第 1期においては、訪日延期以前、ロシア側は日本に譲歩すること

が困難になっていたにもかかわらず、日本側は楽観に基づいた強硬姿勢を取り続

けていた。そして、訪日延期後、ロシアは経済の状態が深刻であり、北方領土問

題に対して重きをおける状況ではなかったにもかかわらず、日本側ではロシアと

の関係においての最優先事項が領土問題であった。これらの部分で乖離が見られ

た一方で、第 1期末期には日本側の対ロイメージとロシア側の実態が一致してい

た。

エリツィン第 2期は、日本側は、これまでの政策を修正し、クラスノヤルスク
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会談や川奈会談を通して、一定の前進が見られたように見えた。しかし、エリ

ツィンの健康状態が悪化していたことに加え、内政状況の悪化に伴った権威の低

下が見られた。こうして、ゴルバチョフ末期と同様、政策を転換した時には、相

手方は交渉できるような状態になかったのである。

以上のことから、日本側の対ソ・ロイメージとロシア（ソ連）側の実態の乖離が、

ゴルバチョフ・エリツィン時代から現在にまで続く、北方領土問題の解決を困難

なものにしている理由の 1つであるということができるだろう。何度か問題を解

決する好機があったにもかかわらず、イメージと実態の乖離によってそれらの機

会はふいになってしまったのである。

さらに、日本とロシアの間に存在する様々な問題についても、同様の視点から

考察する余地はあるのではないだろうか。つまり、一見ロシア側に問題があると

思われる課題でも、上記のようにそこにはイメージと実態の乖離が存在している

かもしれず、常にロシア側に問題の所在を置くことが大きな誤りである可能性も

大いにありうる。そのため、このような観点から、日本とロシアの間の諸問題を

検討する価値は十分にあると考えられる。
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