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( 1 ) ロシヤの千島侵略

[::1本人がはりめてロシヤ人と交渉ぞ持

りようになっ大のは 17世紀の終り (1697
年)今から 260年前にはじまるという。

大阪の伝兵?街という商人が大阪から江戸

へilTI[ìif~の途中暴風に会いカムチヤツカに

漂荒してロシヤの探検家アト子ソフに助

りられたのであっ忙。

これはアジア大陸ぞ東進し更に「カム

チヤツヵ」半島ぞ南下してこれぞ占領し

つつあっ七ロシヤの探検隊と日本の漂

流者の趨遁であった。ロシヤは金，銀，

毛皮の費源や求めていfこので、あつに。そ

の後E徳元年(1711年〕イワン，コジレ

アスキー外1名は， ロシヤ皇帝の命令に

より， ロパトカ iltlP(カムチヤツカ半島の

故南端の岬〕から今の市守品に渡り更に

脱法島に達し仁。ロシヤ人として千島に

渡-')1:のはこれが最初であっf二。三たでフ乙

文 3年(17;)8年〕にべーリンクFの探検|絞

に属するスパンベソレク I;l"_船隊ぞ率いて

27年前にコジレアスキーが第 1ti-えぞ印

しれ千島第 1島(己i守島)~出発して列

島ぞ南Tし， 初めて千島列島 30有余老台

数えて皐rrしk、海図ぞ作り，地誌ぞ調べて

蝦夷諸島の状山ぞ明かにした。然し彼は

本島〔北海道本島〕に h除する機会や得

ず基地にづ¥_!-Jf1こので

て千島が列島である点ぞ明確にしすここと

は大きな収獲であっすことし、う。(日露交渉

史，平岡)以後ロシヤ人は征服し問i頃序
しんしる

に北から植民しつう徐々に南下し新知島
コるつぶ

や越え得撫島に勢力範囲ぞ拡張しすこのは

明和2年(1765年〕の頃である。

その当時の日本の事的1まどうであつに

ろう。ロシヤが組織的な探検隊や極東に

派遣していf三時日本は鎖国の夢をむさぼ

ってい7こので‘あ -')1こ。虫Ik'V~ (北海道)は

松前経に同じていにか，奥地方面の事J官

は更に詳かでなく， わずかに宝歴4年

(1754年〕頃から国後島柏村(国後島最

南端の部落〕に漁場ぞ開いている者があ

るにすぎなかっf二のでロシヤの南下等に

ついては知ゐ山もなかっ1こ。?と7ミアイヌ

の口伝えで赤人(ロシヤ人ぞアイヌはこ

う呼ん7三という〕の噂が少しずヴ松前に

も入って来仁程度でありた。とごみが宝

陪9年(1759年〕松前婚のi発覚之進と U、

う役人が厚岸に行った時，択捉アイヌ及

び国後アイ〆から， ロシヤ人が何撫島ま

で来ていることぞ聞き北辺の豆大7ぶこと

や痛感してこの旨ぞ松前に報告しプ二。
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このことも一つの動機となって， 日本

の北進論は朝野~J:げて沸騰し天明 6 年

(1786年〕最 k徳内が得撫島まで北ヒし

て露国人南下の状況ぞ視察しf三。反に寛

政 12年(1800年〕近J体重政は択捉島北
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端に「大JI本択捉ぬ]の椋tl.::e主j1;て超え 諸藩からH1兵や命じf了。通信施設の杢く

て享1'11)じ千(1801/'1すには件撫島に「天

長地久大日本似し(SJの本加や建て起まき

ながらIEJ戚や発防し仁ので‘あっfご。-17こ
半前什lま字干112 (1802/'l二)見ぷ也をノk

久 L地(l!JAi知也のこと)として"F行 2名ぞ

泣きfo，:{fせしめ7-が，W:に文化4年(1807

年)には~:I'，)~本島，千島，梓友の全1-'il\ .::e

永久土地〔右下府l豆半;ヰ地のこと)としてl曲芸

統治や!J1J始しず二。 しカか、!しJ これlはま務閥)政改断i治台
でで、比E回動7Jきででwきずにいナ仁Z他川布訴手!府什にむ債1Yi極的

jなぷ行到勅]宅や甘起こすj力Jが無/)心、〆少Jt仁ニので.あまり

5丘人
地Oの)9発追令はロシヤ人の梓A太三?伎i乏乏田略各の報知の

f侍筆カか、 10 数|日i 前のことでよあ『わ)つfたニとt~ 、う九。

(交交:イ化じ3年 0806年〉 ロシヤ人は樺太亜

庭j情脅の日本人z沿甘襲い廷に 1カ月後択捉巻

襲って乱暴狼籍ぞ働いfこ。世にh、う文化

事変である。)

幕府!t，北方のロシヤ仙波ヰミの際の取扱

い-);としては火化;)!J{ミ(18061，¥"-)一正月に

「ロシヤ自ltjミらばfiitし如iらしめよ， 1;~兵流

にて食料tJiJKの欠乏せるものはケえがとし

て IJl主させではならぬ， 1'1九川川1礼心叶ijii}一巾帆l中ド

にJ応ι じて峡}卜Fk しても i孔;ミl~ 、'J という命令忍房B 

l山H し1で吋あ Jつ:)1仁三が五女交t仁;化 'J，:変 Cの〉あつ jに三1禁~(t年子女文: 
イ七4ノ(，t戸ミ (1807/'勾i円:ミ斗) 4}凡jにlは主， r'陀しし、枯

ぞ凡7こら \~~(ú文:; /'i~ (17~n 年の令によって

処置せよ lと命じ，同年 12凡には史に

「今後ロシヤ品!日や比ればH.fi、い，近づけ

ばMf1'Q士7ーはI切りすτること，但し葉u，破
出/77にllili凶、なく， ~1(~J~等のm じている

ものはおp習して処置狩M~ 、 ii'rずべし」と
強艇命令ぞtJl，している。

文化事変によって必府は堀田摂津守ぞ

派泣すゐとともに〔この時近雄主蔵が同

行していろ〕山市1¥，1M!玉， ftl!fi，会津:の

無かつfこ時代であるからiA己主;ーが塗ー同に広

がり大騒ぎとなり今にもロシヤ人がせめ

て米ゐかの如く人心は誌しく動揺しす三と

k、う。

この事件につh、て絵前卒行は尖のよう

な品;見書を幕府に出しにが， それは手11議

交易に傾きすぎている。もっと武威や示

すようにすべき立として返されていゐが

これぞ現在に比較して見て誠に面白いこ

とである。

1. 先方の乱暴狼籍や謝罪させる。

2. 凶境は東はエトロプ島と定めいiの

カラフ卜はlfJt調の上決定すること。

3. 交易は今恒lの弓手持許すなら交易ぞ

許すこと。

4. 和議成立の如何に拘ず武備は厳重

にする。

5. 何しろ恐るべき国であるから打払

いの内に和ぞ含み，手11議の奥に匁ぞ

持つ様にすら事。

(平岡雅if走者 日露交渉史話より〕

互に相手国の国情のわからなかっ大当

時としてはこの程度の考えが適当な処置

であっfかもしれないの

このことのあっfこね年文化5年(1808

年) 7 )cJ 1:)日まf三余尽の納まらない樺

太に向って間宮林蔵が宗谷・ぞ111航してい

る。その後文化8年(1811年〕にはロシ

ヤ艦長ガ、ロニン逮捕事件があり更に文化

9年(1812年〕には国後島ケラムイにお

いて高問屋嘉兵術の逮捕事:刊があっfこの

日露の交渉以降j千島及び樺太.::e鐸台と

して急速に悪化してィj--:Ji二。爾来非公式

な交渉が繰返さ~vi功、鎖国政策ぞとうて

いf三徳川幕府は会く消極的な外交政策に

終止していfこfこめ北沖は悉くロシヤの勢



カ下に置かれゐこととなりその以の状勢

で安政元竿(1854匂りのH議和槻条約や

結ぶこととなっfこ。

(2) 日露和親条約締結から

漁業権の躍立まで(ボー

ツマス条約〉

千島におりる Icl時の紛争に決定的な-

f 線ぞ回することとなヴナ二日露条約は安政

元年(1854年)12凡211'1 ilf~l 印〔同 3 年

11月10日批准書交換〕ぞ行つfこ。この条

約は日露両国の通商関係ぞ規定するとと

もに両国の凶境沿弐のように規定し，樺

太については決定しなかっ七ので司ある。

「千島列島につし、ては日本は択捉島以

降iぞ領有し樺太については境界を定めず

従来の例による」

なお条約締結に際してその交渉に当っ

すこ一員の川路左衛門別の日記には次のよ

うな一節があるがロシヤはこの時現に将

来は樺太ぞ領有せんとしていにことは明

かであった。

前略「カラフトの事など少しも御心配

あるべからずといひて，いろいろ謝義冷

申しすこり。俄々 fごるが己狼の人に向ひ， 足

早eiJiiれ食ぞ求めるが如く・・….q~略…. r~ 

々少も気油断のならぬのみ也。」後略

日本ぞ安心させナこロシヤは，安政元年

(1854年〕の条約ぞ結んで、からわずか4

年後の安政 5 年(1858 年〕ま亡まに~38境

画定ぞ持出して江戸滑に乗込んで';1ミナニ。

疋に狼虎である。その条1LIは弐のような

ものであっ校。

1. 樺太と蝦夷との聞の悔や国境とす

ゐ。

2. {R.し日本人漁業者:はilE庭帯等にm
ても差支えないの

この交渉は絡に成立しなカ、つ亡。日本

にとって幸いなことで・あ0jこと思う。樺

太における日詩人{fUuの弊突はその後ま

す土すはなlょにしく以つ1二。 iリ3比の糾J-jll:

となゐに7えんで政府はこの問題併決に乗

りIl'tし f'E~t 二 j;fミヴて交渉持続Ut:が終に

明治8五千(1875"f'-)伴太， 千品交検条約

手伝締結し梓太はロシアに譲り，千島諸島

や 1-:1本がi民代することによって北辺にお

ける凶境問題は解決しf二のであ0tこ。

この条約第 6款には

「梓太ぞ議られし利住に報ゆるに全謡

p目立皇帝陛ドには次の灸1'i;を准許す!と

規定しその第 2J~: に

「日本船及び通商航íí~:の為「才ホック」

海諸港及び[カムサツカJの市港に米り

又は共の海及ひ、沿岸に沿ふて漁伊良む等

河て露同亜懇視の国民同様なる権利及ひ、

特典宅付与る事!となっており， この時に

「ロシヤ l政府は日本の露領漁業権やは

じめて正式に認めにもので、あっ7二。

処が明?台 16/'戸(1883年)に五ってロ

シヤ政府は極東沿岸における漁業規則ぞ

制定し漁業経沢ゴ?に課税し，更にi印有23

年(1890年)にはがyf:ねIF1，主1Ji剥JilJぞ施行

して邦人経常のi'};f¥[:><:.:;'"資源保美のj:e);に

閉鎖する等北洋に進出していj-Y!"*斤房

圧迫しfニナこめ，勢い11)人漁業汗は千島列

島へ進出せざるや得なくなり一六日は更に

「カムチヤツヵ」に渡りて|カムチヤツ

ヵ」漁業の例生期ぞ築きとげfニ。

「ロシヤ」の執助な市ド政策と戦いな

がら半合法的な経営ぞ行って来大北洋祢

業は一応明治8年に国境の両定とともに

安定しf三かの如く見えナ三がその後の圧正一!

と条約無iJHまはなはじしく，三凶干ー渉か

らIJ露戦までぞ最高として明治 ::8年 (19

3 



4 

05年〕のボーヅマス条約まで続いれの

日露戦にゾ〈勝ぞ件仁川本は明治 38年

9 月ヰミーツ 7 スにおいて品干~1条約に調印

しfとがこの 1'1露日 II~fI1条約において，従来
兎角安定しなかツfこ北洋の漁業権ぞ明文

化し，これを2日本の権益として再確認せ

しめたことはすでに知られている。

ポーツ 7 ス条約第 11条は弐の通り規

定している。

「露両亜凶ハ 1=1;本海， オホック海及ピ

ベーリング海ニ面ス Jレ露同距国領地ノ沿

74主ニ於ケノレ漁業権ア日本国民ニ許与セン

ガタメニ日本国ト協定ヲナスベキコトブ

約ス l

一般にはこれやιよって我が漁業権が条

約卜.初めて明支化されにように考えられ

ているが前述し代明治i8年 (1875年〕の

樺太， 千烏交換条約によって確認されて

いるものであるから明iち38年(1905年〕

の条約はその叫碓I認であると見るのが安

当である。

(3) ポーツマス条約以後

(第一弐漁業条約の締結)

この条約にミ尽く「漁業協約j及び「議

元E昌:Jはlリjy台401，子(1907晃子)7月28日

調I-:IJされ仁。これが第←吠の IJ露漁業協

約といわれている条約である。

これによってはじめて漁業権の正式な

行使規定が成立しfこがこの結果，我が国

の北洋漁業は「カムチヤヅカ半島」ぞ資

本主義発展の基点として一段の飛躍ぞと

げfこのでおつに。 '1:漁漁魚魚、業↑協あ約は 1ロ2年目毎

に草延i新ま7仁こtはま己改文I疋Eされゐこととなοてい

f七こので

協約1ぞP改1疋巨すゐこととなイヴコfにこカが王浮当1時のロ

シヤiはま茸第5←←一.次1枇H吐:界大殺に続く干苧{命重動力乱の

7こめ交渉するべき政府がなかっt::。そこ

で1=1本政府は同年8月極東の事災 kの政

権と認、められる「オムスクJ政府に対し

条約改正の交渉ぞ進め7ニ結込8片 261=1

覚書ぞ交換して，現行の条約及び1.11ド付属
文書並ひ、に漁業権に閲しEl露両国間に現

存すゐ一切の耳元極めは，改正条約の失施

に至るまではその効力ぞ持続するもので・

あるとの取極めを行0tこ。

日本漁業者はこの取極めによって出

漁を続けにがパJレチずンの蜂起により極

東の政情は杢:く j見j屯となっfニナこめ，大疋

10 年 ，11 年 (1921 年 ， 1叩92泣2ど宇千刊)にlはま「白I性山1 

i出1¥漁漁、 (白I向打H出1漁とiはま本オ来ヒは漁医の経?営営当詮-権
宅ぞP競争入机札.lにこよつて獲?得与しし1借医契約宅ぞ伊し

てf出i九3訂i漁魚すJδ3ので

い時独白で噂'H'd漁G魚lすす「ること宅冶伊白出 ~I出111:治漁魚魚、とい

イつ〉ている〕 ヰぞ伊汁j行子刊h、!日j本託払治海[リ正f令軍がその{仇似l京!イ英q珍Eに

当つてやつと操業ぞ行。t:ので噌あうt:D

(軒定協定〕

大疋 12年(1923年)にはロシヤはソウ、

ヱト共和国が統一する処となっfこので自

由H"¥漁在中止し浦塩の漁業庁と交渉の結

果後藤新平の仲介で平和樫に出漁するこ

とができ亡。これぞ機会に業者の団体で

ある露領水産組令が交渉ぞ行った結県大

JE 1:)年(1924年)から 15年(1925年)

まで 234'(if;¥区ぞ租借して出漁し得る便宜

;;e得fこのである。

従来「カムチムツヵ」に於ける漁業経

営者はほとんと手小規模な個人経営が多か

っ校。しかし第一夫世界大戦以後の経済

不況と漁区確保の不安定は性，個人会社

経営ーや合同させる機運ぞ議成しに。

1=1露漁業株式会社:がその中心となοて

企業合1，，]が行われkのは昭干11元年から 6
年以で・ありf土門



(日ソ基本条約)

その間に日ソ両国々交回復の議が起り

交渉ぞ進めfこ結果大正14年(1926年)1 

月20日， 日ソ間の関係や律すJる日ソ業

本条約(日本国及びソヴ、イエト社会キ議

共和国連邦問の関係ぞ体する主主本的法則

に関する条約が調印され1=。いわゆる芳

沢， カラハン両氏の結ん花北京条約であ

.'S 0) 

この条約Jf!，;2条には

「ソ連邦は 19J5年 9月5日ポーツマス

条約が完全に効力が存続する事を約す」

第 3条には

「両締約国の政府は本条約実施。〉上は

1907年の漁業112終jの締結以後一般事態

につき発生しfこることあるべき変化を考

慮しポ漁業協約の改訂ゃなすべきことぞ

約す。本改H協約の締結に至ゐ起の!日1，

ソ連政府は日本国じなもに対すJる治、Iズ貸ド

に関し 1924 年に確、γせられナご.~ ;fz:行方

法を維持すべしJとあっfて。

(第二三た漁業条約の調印〕

この茶本条約によってソ連側は「ポー

ツマス条約」による露領政業擦や再確認

しナニので、それにもとつく漁業条約締結の

交渉ぞ行い(大JE8年第 1弐漁業条約ぞ

改訂することになっfこがロシヤ革命での

びてh汁ご)2年余の交渉の結z呆終に昭和

3年(1823年) 1月2.3日に至り漸く交

渉成立調印す3ごとができ仁。これが第

2次漁業条約である。

このいわゆる第2失漁業条約で注目す

べきことは安定漁区の出現と労働者保護

法の規定で・ありt=。安定漁区とは一定の

向、!ヌ数ケ競売の方法によらず特別契約に

よりて日本側に日々され3漁民で日本は

42 i1.{tIXが割1られ7この

δ 

漁業条約の有効期間は8年で‘あっf三?と

め，昭和 11年(1936年)5月20日ぞ以う

て期限満了となっ大。しかしこの間にお

いてソ速は毎年行われる治、収入札に際し

て日本の進出を抑制する挙に出で，隣っ

て日本の利借払|文ーは年々減少の傾向暑示

しf二7ごめそのIBl頻繁に交渉が繰返されf二

が， (広間，カアハシ協定はその代表的な

ものである)条約締結ドにおいて更に協

定沿結ぶが如き紛糾ぞ重ねるに至つ1=。

これは日本漁業利‘の』入下]団結による資

本漁業発展に刻抗す.7>1こめに， ソ速がと

りた措置で・あっ仁。その7とめに「ソ連l
は国営会社(プコ〕等を設立して日本漁

業者に夫i抗せしめfこので、あっfこがその実

績は日本漁業古ーには速く及ばなかりt=。
しかし「カムチヤツカ]及び北洋沿岸

は漁業問題をとおして日本とソ連との対

11の場となィコt=ので司あり仁。

その後!吐界の状勢はドイツの台以によ

ってはなはむしく変り，勢い日ソ漁業の

上にもこの安気か反映され終に漁業条約

の改訂は行われず等々暫定協定ぞ繰返し

昭和 18年以後絡に戦争のすこめに交渉中

止のやむなきに至り今日に及んに。

第 2::;た漁業条約が改定されずに暫定協

定によって漁業が継続されk状況は火の

通りである。

第 1弐暫定協定昭和 11年(1936年)

5月20日に抗了となっfこ条約の効

力を昭和H1年末日まで延長するこ

とにな'01=。

第 2弐暫定協定昭和 12年 1カ年延

長することになっf。

第 3次暫定協定昭和 1'"年 1カ信延

長することになりf。

群;~ 4可欠暫元市A7if この五:三11ソ関係はが手
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度に忠f七し智定協定さえ悶難であっ

fごがねっと 1年の延長に調印しt=。
第5次暫定協定昭和 15年 1カ年の

延長や認め十。

t{~ 6 次1i'íメ t↑J，~Ji~ 昭和 16 "1三1ヵ年の

延長持認めt:o

:U'.; 7次暫定協定昭和 17"('..1ヵ年の

延長や認、め打。

結 び

1ifiぞかけて獲得し仁漁場で、あるし，生活

の場でもある。当然日本的、舶の出漁し得

る漁場であろう。しかしその反面，北洋

資源は犬部分がソ述の河川で駒市しにも

のであり 1部が日本(北海道及び東北〕

において府出しすこものであるということ

を考えなければならない。

今後はこの資源ぞ如何に維持し如何に

配分し，そして如何に有効に利用して行

くかということが最大の眼目であろうと

Icl採の聞に外交関係が結ばれて以来今 思われる。

日に宅るまで，外交交渉は[ijJ，漁業交渉

であ/)t::.観者e}えしている。そしてそれは

常に凶力巻反映していt:。交渉の結果が

じjプ]のバロメーターとして見狩るなら今

[ulの日ソ治J主交渉の結果はまナごやむぞ件

以いものであるかも会¥1れない。

ともあれ北yMf(¥J別式日本人漁業JTがノk

C.i:i:'i立水戸cf.D際化Jjb¥次長〉

疋田裕雄

、さ H"!立北日本，特に北百rjj立に主主も 迫の諸MJlIに遡ー|二産卵する数が減少する

さ長く rwずる jえも普通;~ム魚種である。そし 傾向にあるのは誠に残念なことである。

てニシ九サン?と比下校すれば，魚体も大 北海道は勿論のこと， Icl本金一一!:.にすんで・

きh、t-め内情Jliで， n~とも美味であることは いる人々が，多かれ少なかれ， hさけも

今泣いす.~>JiÕする土でもお;かろう。近年に烹 の恩恵ぞこうむりていることは，栄茶の

り北泊五lfHl売のi1fU1(t二f'fそし¥ 、さけーの i白[からも草切であ Jることは見のがゼなk、
Eí~ J;i D十与が減少しりイJあるとともに，北海 オf.;):_;ーで・あらわ~);1L* );j'IJWf:化j別系けが，1々


