名越健郎

訪れた際、両島で発行されている地

し交流に参加して国後、択捉両島を

筆者は二年前、北方領土のビザな

ながら、両紙は地元行政府や議会の

ア人は約一万六千人強で小さな社会

ド版四ページ。北方領土に住むロシ

部。いずれも週二回発行のタブロイ

が七百十五部、択捉紙が五百六十二

い灯台）
」といい、発行部数は国後紙

展計画（二〇〇七─一五年）に沿っ

ア政府のクリル（千島）社会経済発

ロシア社会の縮図だ。近年は、ロシ

罪もあれば汚職・腐敗も多発する、

は経済活動や社会生活が営まれ、犯

法占拠から七十年となるが、そこで

倍である。来年で旧ソ連軍による不

拓殖大学海外事情研究所教授

元紙の記者と接触し、新聞を添付フ

決定から島で起きたニュースや話

てインフラ整備が進んでいる。

島で何が 北方領土怪奇譚
起きているのか

ァイルのメールで送付するよう依頼

題、住民の一口広告まで掲載し、島

島はロシア社会の縮図

した。その後、両紙編集部から有料

の生活に寄り添うコミュニティーペ

ロシア人がサハリンやウラジオス

で毎号届けてもらっている。

わが国固有の領土である北方四島に

トクでどう生活しようと勝手だが、
北方四島の面積は千葉県に匹敵

居座る島民の生活は注視せざるを得

ーパーだ。

「ナ・ルベジェー（国境で）
」
、択捉島

し、竹島の二万倍、尖閣諸島の二千

国後島で発行されている地元紙は
の地元紙は
「クラスヌイ・マヤーク（赤
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規制が強く、毎回、同じ場所を案内

ビザなし渡航も近年はロシア側の

関紙として発行が決定された。国後

ル地区の共産党委員会・行政府の機

歯舞三島からなるサハリン州南クリ

聞を発行することが急務だ」とのスタ

されて同じ人と交流するだけで、情

島の中心地、古釜布（ロシア名・ユ

来の返還後の対応を検討するうえで

報収集に限界がある。二つの地元紙

ジノクリリスク）に小さな新聞社が

ない。自宅の庭の一角が武器を持っ

を読むことが、北方領土の現状を知

設置され、輪転機が持ち込まれた。

ーリンの指示に沿って、国後、色丹、

る状況では、奪われた庭がいまどう

る最も有効な手段だろう。本稿では

択捉島の「赤い灯台」も、クリル地区

不可欠となる。

なっているのか、誰もが関心を持つ

過去二年の紙面から、印象的な記事

機関紙としてスタートした。

た隣人に不当に奪われて居座り続け

だろう。島の状況を知ることは、将

を紹介しながら四島の実態に迫った。

「国境で」は当初、週三回発行で編集

四七年に創刊された。四七年といえ

両紙の刊行は古く、いずれも一九

た。過去六十五年の歴代編集長は十

千五百部で、国後、色丹で配布され

たという。七〇年代の発行部数は三

部が十五人、印刷部門は十人を擁し

ば、対日参戦したソ連軍が千島全島

五人、取材に携わった記者は三百人

スターリンが創刊指示

を武力制圧してまだ二年。国後の新

に上るという。

まるとスポンサーを失い、経済苦境

できたが、ソ連崩壊で市場経済が始

ソ連時代は「親方赤旗」として安住

聞「国境で」は一二年十一月、創刊六
十五周年記念号を出し、同紙の歴史
を紹介した。
それによれば、
「遠隔地で地区の新

245 ● WiLL-2015年2月号

行とし、発行部数も縮小した。商店

た。記者を三人に減らして週二回発

のなかで必死の経営努力を強いられ

十三人の純増となった。

人、退去者が九百八十八人で五百六

民族が住む」と伝えている。終戦直

へ の 入 植 者 は 昨 年 一 千 五 百 五 十 一 「国境で」は、
「国後、色丹には三十の

は居住者はいないが、南クリル地区

後、ウクライナなど他の旧ソ連構成

い灯台」は択捉島幹部の汚職・腐敗を

九〇年代のロシア民主化時代、
「赤

ハリン州は人口減や少子化が顕著な

死者数を上回った。ロシア極東やサ

顕著だ。択捉島でもやはり出生数が

対して死者は六十八人で、人口増が

昨年、誕生した新生児が百九人に

百ルーブル（約十万円）で、ロシア

島の労働者の平均所得は三万三千七

一二年の統計では、国後・色丹両

雰囲気を残している。

島の人口分布は多民族国家・ソ連の

共和国の住民が入植した名残だが、

ロシア本土と同様に離婚率が高い。

や島民の広告も掲載して広告費も稼

追及するキャンペーンを展開するな

のに、北方領土は人口増という意外

全体の平均所得二万三千ルーブル（約

ぐようになった。択捉島の
「赤い灯台」

ど過激な論調を掲げ、島民の北方領

な現象がみられる。

それでも、両紙は島の現状を知る

ア本土の新聞と共通する。

紙面がつまらなくなった点ではロシ

んど載らない。論評自体が少なく、

には政府や地元行政府の批判はほと

ーチン体制による情報統制下、両紙

離島者が多い理由は新聞には載って

は国後、色丹より充実しているが、

ロストロイの工場があり、産業基盤

リン州最大規模の水産加工企業ギド

二人減少したという。択捉にはサハ

で離島者が多く、前年比で四百五十

ただし、択捉島の人口は六千六人

意味がない。

与が高くなければ辺境の地に暮らす

恩恵とみられる。島民にとって、給

え、高級魚の宝庫という漁業資源の

に遠隔地手当が加算されるのに加

七万円）よりかなり高い。公務員ら

も状況は同様らしい。

土返還論も載せたという。しかしプ

貴重な情報源だ。両紙が伝えた行政

いない。

人口は、国後が七千三百五十五人、

十七組に対して離婚は五十二組で、

国後・択捉では一三年、結婚が八

は漁ではなく破局だ」との見出しで、

作という。
「赤い灯台」は九月、
「これ

ケ・マス漁だが、今年は記録的な不

島の経済の生命線は漁業、特にサ

府の統計によれば、一三年末時点の
色丹が二千九百十三人。歯舞諸島に
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択捉でのカラフトマスの漁穫はまだ

空が択捉とサハリンの州都、ユジノ

離発着が可能で、当面、オーロラ航

ンフラ、文化・スポーツ施設を建設

な生活条件を目指し、住宅や社会イ

同紙は、
「ロシア全土で新空港がオ

クリル発展計画とは、プーチン政

当初予想（二万七千トン）の一〇％
「マスが故郷の川に戻ってこなくな

ープンしたのはソ連邦崩壊後初めて」

権が他地域より生活環境が劣悪な北

して他の地域に劣らないようにする」

った。気候変動などで帰るべき川を

とし、七九年のテレビ中継開始、二

方領土など千島の開発を図るため、

サハリンスク間を運航するという。

間違えているようだ」

〇一一年のアスファルト道路完成、

〇六年の閣議で策定。一五年までに

程度にすぎないと伝えた。

「七一年から択捉で漁をしている

一三年の埠頭拡張に続き、新たな歴

総額二百八十億ルーブル（約八百四

修して軍民両用で使用していたが、

建設した太平洋岸の天寧飛行場を改

それまで択捉島では、旧日本軍が

鉱業の発展を目指すものだ。
「潜在力

インフラを建設し、漁業や観光業、

空港、住宅、病院、幼稚園など社会

十億円）を投じて道路・港湾整備、

と約束した。

が、こんな不漁は初めて」

史が刻まれたと伝えた。

霧が多発し、小型機しか離着陸でき

を持つクリルの産業振興を図り、ア

との談話も紹介した。択捉経済は

「赤い灯台」は今年九月二十四日、

ないことから新空港の要望が強かっ

ジア太平洋地域の経済体制と統合さ

苦境に追い込まれている。

「私たちの記念日」という見出しで、

た。

行われたことを写真十二枚付きで

新空港に降り立った。同長官は住民

側近のイワノフ大統領府長官が択捉

開港二日後には、プーチン大統領

の湖岸に温泉施設を備えた総合観光

で、
「択捉島の別飛（レイドボ）付近

両紙では発展計画が大きなテーマ

発展計画でミニバブル

択捉新空港がオープンして開港式が
大々的に報じた。新空港はクリル発

施設が着工」「色丹島の病院建設、完

せる」としている。

年から中心地の紗那（クリリスク） に、
「すべてはクリル発展計画に沿っ

展計画の目玉プロジェクトで、〇七

て実現した。次の段階として、快適

郊外に建設が進んでいた。中型機の
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これが実行されれば、ロシアは少

い。やがてモスクワからの資金が途

方領土が自立発展できるとは思えな

悪で、食糧自給もできない遠隔の北

「国後島の文化宮殿が近くオープン」

なくとも二五年までは北方領土返還

絶えた時、疲弊していくだろう。

成間近」「国後島で金鉱探査に着手」 としている。
といった威勢のいい記事が目立つ。
を想定していないことになる。

月二十四日）は、極東発展省とサハ

る見通しであることだ。
「国境で」（七

なる発展計画が二五年まで延長され

縮小されつつある。新計画も承認さ

格下落で危機に直面し、予算規模が

問題に伴う欧米諸国の制裁や石油価

ただし、ロシア経済はウクライナ

却提案が多い。最近の国後の新聞に

掲載されており、住宅やクルマの売

両紙には毎号、読者の一口広告が

気になるのは、来年で期限切れと

リン州政府が策定した新計画案の内

れておらず、曲折がありそうだ。

で、現行計画の三倍近くに膨れ上が

八十四億ルーブル（二千五十二億円）

り、国後・色丹では一二年時点で、

手不足で外国人労働者を誘致してお

同紙によれば、発展計画に伴う人

三部屋住宅、二百三十万ルーブル（六

万ルーブル（約六百万円）
」「修復済み

は「グネチコ通り、２部屋住宅、二百

北方領土を切り売り

容を伝え、十年間の投資総額は六百

ると報じた。

百九十万円）
」「三十五平米、一部屋、

ロ先の二階建てダーチャ（別荘）
、土

中国や北朝鮮、中央アジアなどから

北方領土は連邦資金の流入でミニ

地私有、委細談」「修復済みの一部屋、

連邦政府と州政府がほぼ同額ずつ

バブルの様相だが、これはあくまで

百四十万ルーブル（四百二十万円）
」

百 五 十 万 ル ー ブ ル（ 約 四 百 五 十 万

ギーインフラの整備、文化・スポー

公共投資の効果であり、自律的な経

七百人の外国人労働者が働いている

ツ施設建設を行う。第二段階の五年

済発展にはほど遠い。資金流入は社 「クリリスクの二部屋、百五十万ルー

出資し、最初の五年で大陸を結ぶ貨

間で漁業を総合的に発展させ、ロシ

ブル（四百五十万円）
」などと毎号、

円）
」
。択捉紙には「中心地から十三キ

アやアジア太平洋諸国の市場に水産

会的格差を拡大し、ロシア特有の汚

という。

加工新製品の輸出を図り、
「アジア太

数件の住宅売却広告が連絡先の携帯

物・客船航路の整備、輸送・エネル

平洋諸国向けに経済特区を設置する」 職・腐敗も派生する。気候条件が劣
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と言える。

住宅市場が誕生し、ミニ住宅バブル

宅を売却したいのだろう。原始的な

は出入りが多く、離島者は早急に住

番号とともに記載されている。島で

しそうだ。

返還時には島民への補償問題が発生

切り売りされていることを意味し、

遺産相続が可能となる。北方領土が

私有化によって住宅の売却、賃貸、

年の北海道東方沖地震で家を失い、

われたと報じた。新住宅には、九四

新住民に住宅の鍵を渡す贈呈式が行

四部屋の新しい集合住宅が完成し、

「国境で」は今年二月、色丹島で二十

ビジネス広告もあり、隙間産業が生

タクシーや自動車修理、家屋修理の

などと〝大古車〟も売買されている。

険な住宅は全体の三四％、そのうち

いるのが住宅問題だ。老朽化して危

で、
「南クリル地区で何年も切迫して

ノフ第一副知事は「国境で」との会見

る。それによれば、震度６以上を記

の地震報告書の要旨を掲載してい

ミー極東支部が出版した九四年十月

同紙は、今年十一月に科学アカデ

仮設住宅に住んでいた住民が優先的

まれているようだ。

一八％は倒れかけている。これはサ

録した地震は北方領土に大きな被害

両紙を読むと、島民にとって最も

一口広告で気になるのは、北方領

ハリン州で最も高い数字だ。新住宅

をもたらし、四島で計十一人が死亡、

クルマの一口広告は、日本製中古

土で住宅の私有化が進んでいること

宅が全壊・半壊した。津波が二百─

遠い。民間の力も借りる必要がある」 三十二人が重傷を負い、四百近い住

が建設されているが、満足にはほど

三百メートルにわたって沿岸部を襲

に入るという。クリル発展計画の一

だ。ソ連時代は土地、住宅はすべて

と述べた。ロシア全土でも集合住宅

切迫した問題は住宅老朽化であるこ

国有・公有だったが、市場経済移行

の老朽化が深刻化しているが、北方

車ばかりだ。
「トヨタ・ビスタ、九五

後、住宅の民営化が認められ、ロシ

った。産業基盤の多くも破壊されて

環で、国後、色丹でさらに三棟の集

ア全土ではすでに七割以上の住宅が

領土は地震多発地域だけに、島民に

離島者が急増。震災前の二万二千人

年型」「スズキ・ジムニー、九七年型」 とが分かる。サハリン州のストロガ

私有化された。北方領土でも、六〇

は脅威だ。

合住宅が建設されるらしい。

％以上の住宅が私有化されたという。

249 ● WiLL-2015年2月号

いないという。

の人口規模は、いまだに回復できて
ていた国境警備隊のゴムボートが高

拘留された外国船舶の検査に向かっ

二月には、国後島沖五百メートルで

いる。

予定者にショックを与えたと伝えて

合住宅が深夜、火災で全焼し、入居

噴火が起こる北方領土の自然条件は

火山地帯に位置し、地震や津波、

性二人が行方不明となった。

国後沖でゴムボートに乗っていた男

人が行方不明となった。昨年末にも、

波で転覆し、隊員ら五人が死亡、五

で殴り殺す事件があった。徴兵で配

シア軍基地で兵士が同僚をスコップ

報道する。一二年十一月、択捉のロ

両紙は、島で起きた事件や犯罪も

殺人、横領、麻薬

過酷だ。
「赤い灯台」によれば、オホ

常事態が宣言された。これに伴って

速三十五メートルの暴風と豪雪で非

年祝賀祭が延期された。二月には秒

暴風雪が続き、国後島では恒例の新

く、強風が吹く。今年の正月前後は

島は天候も急変し、日照時間が短

った」と警告した。

同紙は「火山と地震活動が活動期に入

ほか、児童を恐怖に陥れたという。

があり、周辺の住宅に被害があった

「国境で」は、今年も色丹島で火災が

ごしたという。

本が建てた「友好の家」で一時的に過

なかったが、焼け出された住民は日

災があり、四戸が焼けた。犠牲者は

の古釜布でも同時期に集合住宅で火

消火作業は難航したという。国後島

のショートが原因で、強風のために

死亡し、一人が重傷となった。電気

の一部が消失。年金生活者ら二人が

宅の入り口付近で火災があり、二階

活動の活発化で「異例の強力な噴火」 十二月、三十二戸の二階建て集合住

北方領土では火災も多い。一二年

流でサケの密漁を監視していた警備

九月には、択捉島のクリルカ川中

うだ。

わり、部隊は暇を持て余しているよ

地元住民の話を伝えたが、冷戦も終

兵はいつも酒に酔っ払っている」との

三千人程度。
「赤い灯台」は「基地の将

上の師団が駐留していたが、現在は

シア軍基地には冷戦時代、一万人以

択捉島の太平洋岸・天寧にあるロ

に拘束されたという。

何度も殴りつけて殺害し、軍検察官

する兵士と口論になってスコップで

属されたばかりの新兵が、近く退役

ーツク岸の散布山で今年八月、火山

変電所が閉鎖され、停電が起きた。

頻発しており、六月には建設中の集

悪天候に伴う事故も少なくない。
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麻薬吸引者が増加していることも分

事件も報道されている。択捉島では、

違反、住居不法侵入、強盗といった

殺人威嚇、酔っ払いの喧嘩、交通

認めたという。

三人の容疑者を拘束。三人は容疑を

し、紗那の病院に運ばれた。警察は

組織スタッフが猟銃で撃たれて負傷

る。

汚職・腐敗に消えている可能性があ

とみられ、膨大な開発予算が幹部の

て摘発された。これらは氷山の一角

ル（約二十四万円）を着服したとし

職員に給与を払い込み、八万ルーブ

食堂の主任をしていた女性が架空の

缶や空き瓶でゴミだらけになってい

された津波避難階段兼展望台が空き

「国境で」は、国後島の古釜布に設置

しまう。

め、粗大ゴミが町外れに放置されて

と批判する。ゴミ処理施設がないた

発覚した。国後島の軍駐屯部隊では、 「ゴミが美しい景観を台無しにする」

二千百万円）を横領していたことが

る写真を掲載した。ロシア人は公共

地区長が一三年六月、公金横領のた

択捉島の最高指導者、アベニャン

十月にサハリンで行われた極東連邦

ア人コーチの指導で練習している。

設立され、男女児童四十五人がロシ

が、昨年、国後島では空手クラブが

島にはエンタテイメントが少ない

る必要がありそうだ。

ず、汚された島の環境整備から始め

れて環境破壊に繫がる。返還後はま

択捉では軍の演習も定期的に実施さ

う意識もあるかもしれない。国後、

衛生意識が希薄だが、他人の島とい

たゴミの山の写真が再三掲載され、

かった。両紙は「島の犯罪発生率はロ

め、裁判所によって解任されたこと

管区の空手大会には十八人が参加

シア平均より低い」としているが、治

も分かった。実際に存在しない建物

し、各部門別で計六個のメダルを獲

安がいいとは言えない。

の取り壊しに入札を公示し、一千万

得したという。島のグリークラブ、

ライナ情勢は通信社の報道をしばし

はほとんど載らないが、今春のウク

両紙には海外やロシア本土の情報

曲がり角のビザなし交流

ルーブル（約三千万円）を着服して

本土からたまに来る歌手のミニコン
両紙がキャンペーン的に訴えてい

ば転載した。三月十七日には、国後

国後島でも水道・衛生事業で、本
土の請負企業が飲料水貯蔵施設を実

るのが環境問題だ。あちこちにでき

サートも数少ない娯楽のようだ。

いたという。

際には建設せずに七百万ルーブル（約
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シア各地で開かれているが、島でも

議を採択した。同様の官製集会はロ

チン大統領の政策を支持する」との決

会」が行われ、
「南クリル住民はプー

クライナ東部のロシア系住民支援集

島古釜布の中央広場で「クリミアとウ

反であることが分かる。

伏文書調印後も継続され、国際法違

に読めば、歯舞占領作戦は二日の降

四日に完了した」などと伝えた。慎重

二日から歯舞諸島の占領に着手し、

後に到着。同日、色丹も占領した。

肉った。

を取って一緒に住んでもらおう」と皮

人には島に来てもらい、ロシア国籍

ニングがあったことを指摘し、
「この

に北方領土即時返還を要求するハプ

に高齢の日本人が突然、島の代表団

れた。四島にとって「対日戦勝」は自

た。式典は択捉、色丹両島でも行わ

地区長や国後島駐留軍らが参加し

記念碑前で盛大に行われ、ソロムコ

六十九周年祝賀式典が古釜布の戦勝

れば九月二日、第二次世界大戦終結

記事が圧倒的に多い。
「国境で」によ

国際問題では、隣国・日本に絡む

ぐれた配慮に感謝した」などと、日本

が「日本側医師団はクリル地区側のす

紹介される。交流の一環として、日

り、各イベントは毎回、写真入りで

で実施して島民の人気を呼んでお

ァッションショーや着物ショーを島

必ず報道される。日本側は近年、フ

毎夏恒例となったビザなし渡航も

に見ている。ビザなし渡航も見直し

も報じられる。しかし、
「赤い灯台」 ロシア側は「夏の風物詩」と冷ややか

本人医師団が無料で行う島民の診療

と新機軸が必要だろう。

ビザなし渡航だが、二十二年を経て

解決への環境整備と位置づけられた

本政府が負担した。当初、領土問題

十人が日本を訪れ、経費はすべて日

島を訪問、ロシア人延べ九千三百四

は、日本人延べ二万九百五十人が四

九二年に始まったビザなし渡航で

民族愛国主義が高まった模様だ。

らの存在意義であり、島を挙げての

側がへりくだったように報じている

なごし けんろう
一九五三年、岡山県生まれ。東京外国語大学卒。時事通
信社でモスクワ、ワシントン支局、外信部長、仙台支社
長などを経て現職。国際教養大学東アジア調査研究セン
ター特任教授。著書に『独裁者プーチン』など。

祝賀となるのだろう。

「国境で」は、島民が十月に長崎を訪

のが気になった。

連軍によって占領された経緯を紹介

れたことを写真入りで報道、その際

同紙は関連原稿で、千島列島がソ
し、
「ソ連軍上陸部隊は九月一日に国
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