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■「指導内容」：日本政府の外交方針とロシアとの関係について 
 

１．本項目の指導内容とねらい 

①指導内容 ○北方領土問題に関する日本政府の主張 

○外交面以外のロシアとの関係 

②ねらい 北方四島は日本固有の領土であり、日本政府は、法的に根拠のない占拠を続ける

ロシアに対して返還を求めている事実、背景を理解させる。一方、経済をはじめ

密接な関係が見られる両国関係を踏まえ、北方領土問題の「解決」の在り方、そ

れに向けた方策を生徒に主体的に考えさせ、幅広い観点から国際問題を認識でき

る視座を持たせる。 

 
２．指導上の留意点とアドバイス 

北方領土教育

の経験豊富な

現役教員から

のアドバイス 

・北方四島は日本固有の領土であるという事実を認識させる。また、その根拠について歴

史的な国境の変遷から捉えさせることが大切である。 

・日本政府の主張は、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結することであり、

現島民（ロシア人）を追い出すことではないことを、しっかりと認識させたい。 

・日本政府は、常に北方四島の返還を求めてきたことを確認させるとともに、いわゆる二

島返還論などを安易に生徒に紹介することには、十分留意する必要がある。 

・北方四島の返還に向けたロシアとの交渉は、これまでも継続的に行われてきたことを理

解させる。また、政治・経済状況により、外交交渉の様子や対応には違いが生じること

を気づかせる。 

・外交面における日露関係だけでなく、例えば、貿易関係（輸出入額、輸出入品目）など、

多角的な観点からロシアとの関係、北方領土問題について考えさせると良い。 

ポイント ○生徒が新聞やテレビで見聞きしたことのある北方領土問題について、まずは、日本政府

の基本的立場を理解させることが重要である。ただし、教育的観点から、日本政府が返

還を求めている北方四島には、現在、ロシア人が居住しており、二国間関係の中で揺れ

動く暮らしが、現に存在していることも併せて認識させる必要がある。 

○本項目を扱う上で、日本政府は、現在、北方四島に居住しているロシア人の人権や利益、

希望を返還後も十分に尊重していく立場を示しているとともに、四島の帰属が日本に確

認されることを条件に、実際の返還の時期、態様については、柔軟に対応することを明

らかにしている点を、生徒に理解させることが必要である。 
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３．その他の詳細資料 

詳細資料 ■北方領土問題に関する日本政府の主張 

〔ロシア外交に対する日本政府の基本方針〕 

・日本政府は、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシアとの間で

平和条約を締結することを基本方針に、外交交渉を進めている。また、下記③に示すよ

うに、日本政府は、現在、北方四島に居住するロシア人の存在を踏まえ、柔軟に対応す

ること／現島民の人権や利益、希望を尊重することを基本的立場としている。 

①択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島からなる北方四島は、いまだかつて一度も外

国の領土となったことのない我が国固有の領土である。我が国は、我が国固有の領

土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの一貫した基本方

針の下、粘り強く対露交渉を継続している。 

②1993 年の東京宣言以降、日露間においては、「北方四島の帰属の問題を解決して平

和条約を締結する」との共通の交渉指針を繰り返し確認している。同宣言は、北方

領土問題を、(1)歴史的・法的事実に立脚し、(2)両国の間で合意の上作成された諸

文書、及び(3)「法と正義の原則」を基礎として解決するとの明確な交渉指針を示し

ている。 

③北方領土問題の解決に当たって、我が国は、(1)北方四島の帰属が日本に確認される

ことを条件として、実際の返還の時期、態様については柔軟に対応する、(2)北方四

島に現在、居住しているロシア人の人権、利益及び希望は、北方領土返還後も十分

に尊重していく、こととしている。 

出所）「北方領土問題についての政府の基本的立場」（出典；内閣府北方対策本部ウェブサイト） 

より作成 
 
 

日魯通好条約：安政元（1855）年 樺太千島交換条約：明治 8（1875）年 

この条約よって、日魯両国は、これまでに平和

的に確立されていた択捉島と得撫（ウルップ）

島の間に両国の国境を定めた。樺太（サハリン）

については国境を設けず、両国民の混住の地と

することが定められた。 

この条約によって、日本は、千島列島〔得撫（ウ

ルップ）島以北の１8 の島〕をロシアから譲り

受けるかわりに、ロシアに対して、樺太（サハ

リン）全島を放棄した。千島列島には北方四島

は含まれていない。 

 

 
 

 
 

ポーツマス条約：明治 38（1905）年 サンフランシスコ平和条約：昭和 26（1951）年 

この条約によって、北緯 50 度以南の南樺太（南

サハリン）が日本の領土となった。 

 

この条約によって、日本は、千島列島と北緯 50

度以南の南樺太（南サハリン）を放棄した。千

島列島には、北方四島は含まれていない。また、

ソ連はこの条約の署名を拒否しており、この条

約上の利益を主張し得ない。 
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出所）｢国際法から見た北方領土｣（出典；独立行政法人北方領土問題対策協会「北方領土パンフレット」）より作成 

 

【参考：日露間の主な外交交渉の歴史、これまでの合意内容】 

・日露間の最大の懸案は平和条約の締結問題である。日本政府は、我が国固有の領土であ

る北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの一貫した基本方針の下、対

露交渉を行ってきた。（以下、参照） 

外交交渉 年 代 概         要 

日ソ共同宣言 
昭和 31 年 

（1956 年） 

ソ連は、平和条約締結後に歯舞群島と色丹島の引き渡しに同意する。引き

続き平和条約締結交渉を続けることとして、国交を回復した。 

日ソ共同声明 
平成３年 

（1991 年） 

ソ連は、北方四島が平和条約において解決されるべき領土問題の対象であ

ることを初めて文書で確認した。 

東京宣言 
平成５年 

（1993 年） 

両国首脳は、領土問題を北方四島の帰属の問題と位置付け、この問題を解

決して平和条約を締結し、両国関係を完全に正常化するとの手順を明確に

した。また、領土問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上

作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決するとの明確な

交渉指針を示した。更に、日ソ間の全ての国際約束が、日露間で引き続き

適用されることを確認した。 

クラスノヤル 

スク合意 

平成９年 

（1997 年） 

両国首脳は、「東京宣言に基づき、2000 年までに平和条約を締結するよ

う全力を尽くす」ことで合意した。 

川奈合意 
平成 10 年 

（1998 年） 

両国首脳は、平和条約について、「東京宣言に基づき、北方四島の帰属の

問題を解決することを内容とし、21 世紀に向けての日露の友好協力に関

する原則等を盛り込む」ことで合意した。 

モスクワ宣言 
平成 10 年 

（1998 年） 

両国首脳は、東京宣言並びにクラスノヤルスク合意及び川奈合意に基づ

き、平和条約の締結に関する交渉を加速するよう、両政府に指示するとと

もに、「平和条約を 2000 年までに締結するよう全力を尽くす」との決意

を再確認した。 

イルクーツク

声明 

平成 13 年 

（2001 年） 

日露両国は、クラスノヤルスク合意に基づき、平和条約の締結に向けて全

力で取り組んできた結果を総括し、今後の平和条約交渉の新たな基礎を形

成した。具体的には、日ソ共同宣言が交渉プロセスの出発点を設定した基

本的な法的文書であることを確認し、その上で、東京宣言に基づき、北方

四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結すべきことを再確認した。 

日露行動計画 
平成 15 年 

（2003 年） 

日露両国は、「平和条約交渉」など６つの柱を中心に、幅広い分野で両国

関係を進展させていくことに合意した。「平和条約交渉」の項目では、日

ソ共同宣言、東京宣言、イルクーツク声明及びその他の諸合意が、北方四

島の帰属の問題を解決することにより平和条約を締結し、両国関係を完全

に正常化することを目的とした交渉における基礎と認識し、交渉を加速す

ることを確認した。 
 
出所）「返還交渉の経緯」（出典；内閣府北方対策本部ウェブサイト）及び「東京宣言及びそれ以降の流れ」 

（出典；外務省「われらの北方領土」2011 年版）より作成 
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＜近年の日露間における外交交渉のやり取り（日本側の発言に対するロシア側の応答）＞ 

年 月 日 本 ロシア 

2009.9 

国連総会の際

の首脳会談 

(ニューヨーク) 

①鳩山総理から、政治と経済を含む諸問題を

「車の両輪」のように進めていくことでお互

いに良い影響を与え合うことができる旨述

べた。 

②また、鳩山総理から、我々の世代で北方領

土問題を解決し、平和条約が締結されるよ

う、大統領のリーダーシップに期待する旨述

べた。 

①メドヴェージェフ大統領は、北方領土問題を

含め日露関係に新たな道筋をつけるよう、努力

したいとの立場を表明した。 

②メドヴェージェフ大統領は、平和条約交渉を

一層精力的に行っていきたい、独創的なアプロ

ーチを発揮する用意もあるし、同時に、法的な

範囲の中で議論を行うことも重要、過去の遺産

を政治的に解決することは可能と述べた。 

2009.11 

APEC の際

の首脳会談

(シンガポール) 

鳩山総理から、アジア太平洋地域でロシアと

協力を深めていくためにも、北方四島の帰属

の問題を最終的に解決できるようなロシア

側の独創的な対応を期待する旨述べた。 

メドヴェージェフ大統領は、ロシア国内の厳し

い見方や世論はあるが、鳩山政権との間で北方

領土問題を是非、前進させたいと心から思って

いる、自分は冷戦的な思考でこの問題を議論し

ても意味はないと思っている旨述べた。 

2009.12 

外相会談 

（モスクワ） 

岡田外相は、日露行動計画に基づき、日露関

係が進む一方、北方四島の帰属問題につい

て、目に見える進展がないことが問題である

と強調し、この問題についてのロシア側の積

極的な対応を求めた。 

ラヴロフ外相は、北方領土問題に関し、（イ）

人為的に解決を遅らせるつもりはない、（ロ）

国際法及び第二次世界大戦の結果を踏まえる

必要がある、（ハ）メドヴェージェフ大統領に

もプーチン首相にも、双方に受け入れ可能な解

決策を模索する政治的意思がある、（ニ）今回

の協議で、一時期双方に見られた感情的なやり

取りに終止符が打たれることを期待する旨述

べた。 

2010.3 

Ｇ８外相会合 

の際の 

外相会談 

（カナダ） 

岡田外相から、経済や安全保障のみならず、

本質的な北方四島の帰属問題についても進

展を図る必要がある、両国の国境が未画定で

あることが、日露関係の更なる発展を妨げて

いる旨述べた。 

ラヴロフ外相は、ロシア側として、意識的に北

方領土交渉を遅らせることは望んでいない旨

述べた。 

2010.4 

核セキュリテ

ィ･サミットの

際の首脳会談 

（ワシントン） 

鳩山総理から、「車の両輪」のもう片方であ

る北方領土問題について、両首脳間で本格的

に議論をしていきたい旨述べた。 

メドヴェージェフ大統領は、北方領土問題は難

しい問題であるが、自分はこの問題から逃げる

つもりはない、両首脳間で静かな雰囲気の下

で、じっくり協議していきたいと応じた。 

2010.6 

ムスコカ・サ

ミットの際の

首脳会談 

（カナダ） 

菅総理から、北方領土問題の解決は 65 年以

上にわたる我が国国民の悲願であり、この問

題の最終的な解決のために首脳レベルで前

進を図っていきたい旨述べた。 

メドヴェージェフ大統領は、北方領土問題は両

国関係の中で最も難しい問題であるが、解決で

きない問題ではない、双方に受け入れ可能な、

建設的な解決策を模索していきたい旨述べた。 

2010.11 

APECの際の

日露首脳会談

（横浜） 

菅総理から、今回、大統領が国後島を訪問し

たことは、我が国の立場、そして、日本国民

の感情から受け入れられないとして抗議し

た。 

メドヴェージェフ大統領から、ロシア側の基本

的立場を踏まえた発言があった。その上で、両

首脳は、領土問題の解決を含め、あらゆる分野

での関係を強化していくことで一致した。 

2011.2 

外相会談 

（モスクワ） 

前原大臣から、北方四島は日本固有の領土で

あり、その返還を求めるという日本の基本的

立場を改めて明確に伝達するとともに、メド

ヴェージェフ大統領による国後島訪問以降

もロシア政府要人の四島訪問が相次いでい

ることについて、遺憾の意を伝達した。 

ラヴロフ外相は、従来のロシア側の立場を主張

しつつ、２月７日の日本側の様々な発言が、両

国関係の雰囲気を悪化させたと指摘し、平和条

約問題について、前提条件や一方的な歴史のリ

ンケージなしに作業を行うべきであると述べ

た。その上で、両外相は、これまでの両国間の

諸合意に基づいて、双方にとって受け入れ可能

な解決策を模索する必要があり、静かな環境下

で協議を継続していくことで一致した。 

出所）「鳩山内閣成立後の動き」、「最近の日露関係」（出典；外務省「われらの北方領土」2011 年版）より作成 
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【参考：北方領土をめぐるロシアの動向】 

・平成 22 年 11 月 1 日、メドヴェージェフ・ロシア大統領が国後島を訪問した。これは

ソ連・ロシアの指導者としての初めての北方領土（国後島）訪問である。これに対し日

本政府は、北方領土問題に対する我が国の原則的立場と相容れず、また、日本国民の感

情を傷つけるものであるとして、首脳会談や外相会談の際に抗議を行っている。 
 

北方領土をめぐるロシアの動向 

年 月 ロシアの動向 

2010.7 ロシア軍が、択捉島において軍事演習を実施していることが発表された。 

9 月 2 日を、「第二次世界大戦終了の日」として記念日に制定する法改正を行った。 

2010.11 メドヴェージェフ大統領が、ソ連・ロシアの指導者として初めて北方領土（国後島）

を訪問した（訪問目的：2006 年 8 月以降、ロシア政府が実施している北方四島の

インフラ整備や水産部門の発展等を目的とする「『2007 年から 2015 年までのクリ

ル諸島社会・経済発展』連邦特別プログラム」の進捗状況の視察ため）。 

⇒ その後も、閣僚等が相次いで北方四島を訪問。 

出所）「最近の日露関係」（出典；外務省「われらの北方領土」2011 年版）より作成 

 

【参考：ロシア国内の世論、日本国内における北方領土問題に対する意識】 
 
＜ロシア国内の世論＞ 

Q：極東・東シベリア地域での日露両国間協力の現状は十分だと思いますか。 

25% 49% 26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状で十分 不十分なのでもっと協力すべき 分からない
  

Q：第二次世界大戦後半世紀以上経たいまも、日露間に平和条約が結ばれていないことを知

っていますか。 

42% 56% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らなかった 分からない
 
 

Q：日露間で、択捉、国後、色丹、歯舞の島々の帰属に関する交渉が続いていることを知っ

ていますか。 

76% 23% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らなかった 分からない
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Q：択捉、国後、色丹、歯舞の島々の問題に関して、次のどの考え方に賛成できますか。 

53% 3% 1% 11%32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ロシアに帰属し今後ともロシアに帰属する

日本に帰属すべき確かな根拠があり日本に帰属すべき

両国が相互に合意すべき

その他

分からない
  

出所）「ロシアにおける対日世論調査」（出典；外務省ウェブサイト）より作成 

 

＜日本国内の世論＞ 

北方領土問題に関する認知度（地域ブロック別） 

40.6%

38.7%

39.2%

47.0%

44.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

九州 (n=226)

四国 (n=71)

中国 (n=111)

近畿 (n=287)

東海 (n=202)

東山 (n=78)

北陸 (n=89)

関東 (n=526)

東北 (n=149)

北海道 (n=87)

総数 (n=1826)

ア）問題の内容も知っている イ）問題の内容もある程度知っている

ウ）聞いたことはあるが，内容は知らない エ）問題について聞いたことがない

わからない
 

 

北方領土問題に関する認知度（世代別） 

39.2%

25.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70歳以上 (n=298)

60～69歳 (n=399)

50～59歳 (n=370)

40～49歳 (n=285)

30～39歳 (n=291)

20～29歳 (n=183)

総数 (n=1826)

問題の内容も知っている 問題の内容もある程度知っている

聞いたことはあるが，内容は知らない 問題について聞いたことがない

わからない  
 
注釈）地域別のブロックの区分は以下のとおり。 

「北海道」：北海道、「東北」：青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県、「関東」：茨城県/栃木県/群

馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県、「北陸」：新潟県/富山県/石川県/福井県、「東山」：山梨県/長野県/

岐阜県、東海：静岡県/愛知県/三重県、「近畿」：滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県、「中国」：

鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県、「四国」：徳島県/香川県/愛媛県/高知県、「九州」：福岡県/佐賀県/

長崎県/大分県/熊本県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県 
 
出所）「北方領土問題に関する特別世論調査」（出典；内閣府北方対策本部ウェブサイト）より作成 
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 ■民間レベルの日露関係 

＜ロシアの輸出入の概況＞ 

 
 
注釈１）ベラルーシを含むため、表３の輸出入総額とは一致しない。輸出入総額のベラルーシの

統計はロシア連邦国家統計局による。カザフスタンの 2010 年下半期の統計は、カザ

フスタン財務省税関管理委員会の統計による。 

注釈２）出所：ロシア連邦税関局〔出典；「ジェトロ世界貿易投資報告 2011 年版」（国・地域別編： 

ロシア・CIS）〕 

 

＜日本の対ロシア主要品目別の輸出入（通関ベース）＞ 

  
 
出所：財務省「貿易統計（通関ベース）」をドル換算 

〔出典；「ジェトロ世界貿易投資報告 2011 年版」（国・地域別編：ロシア・CIS）〕 
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４．ワークシートの活用について 

アドバイス ■課題（１）：知識・理解に関する課題 

・ワークシートの課題（１）は、日本政府が北方四島を我が国固有の領土であると主張する

根拠、また、ロシア外交に対する日本政府の基本方針に関する正しい理解を確認するもの

である。 

※ワークシートの課題（１）に関連し、北方四島周辺地域の国境の変遷については、学習

項目「北方領土の位置と範囲について」で取り上げているため、併せて同項目の資料を

参照。 

（解答例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■課題（２）：思考・判断・表現に関する課題 

・ワークシートの課題（２）は、課題（１）で日本政府の考えを確認した上で、故郷を追わ

れた北方領土問題の当事者である元島民の立場を踏まえ、発展的に北方領土問題の解決策

を生徒自らに考えさせるものである。また、北方領土問題の解決策を考えさせる際、解決

の方向性の検討と同様になぜそのように考えたのか、その「理由」を重視させることが重

要である。 

・北方領土問題の解決に向けた「取り組み」を検討させる際、日本国内では、外交交渉を下

支えする取り組み（北方領土返還要求運動）が行われていることを説明し、適宜、思考の

糸口を与えると良い。 

・生徒自身に北方領土問題の「解決」の姿、解決に向けた「方策」を考えさせ、適宜、発表

させた後、最後に、現島民（北方四島に居住するロシア人）の人権や利益、希望を踏まえ、

現島民を追い出すことが北方領土問題の解決の姿ではないという、日本政府の次の立場を

説明し、それに向けた国家の主権と国際協調のバランスの難しさ、バランスの必要性を理

解させると良い。 

【北方四島が我が国固有の領土である「根拠」について】 

北方四島は 18 世紀末から江戸幕府の直轄地として、日本人の手によって開拓されて

から、外国人の定住、外国の支配下に置かれた事実はなく、更に 1855 年の日魯通好

条約や 1875 年の樺太千島交換条約に基づき、歴史的な事実として、北方四島は我が

国固有の領土であると主張している。 

また、連合国の第二次世界大戦の処理方針である「領土不拡大」原則が引き継がれて

いるポツダム宣言や、サンフランシスコ平和条約に基づき、国際法の観点からも北方

四島は我が国固有の領土であると言える。 

【ロシア外交に対する日本政府の「基本方針」について】 

日本政府は、日露関係の最大の懸案は平和条約が締結されていないことであるとして

おり、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結することを、ロシア外交に対

する基本方針としている。また、日本政府は、「日露行動計画」を着実に実施し、幅広

い分野で両国の協力を推し進めることが、平和条約交渉に好影響をもたらすと考えて

いる。 
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北方領土問題の解決に当たって、我が国は、(1)北方四島の帰属が日本に確認され

ることを条件として、実際の返還の時期、態様については柔軟に対応する、(2)北

方四島に現在、居住しているロシア人の人権、利益及び希望は、北方領土返還後も

十分に尊重していく 、こととしている。 
    

※ワークシートの課題（２）に関連し、元島民の体験談については、学習項目「ソ連によ

る占領の状況と元島民の体験談について」で取り上げているため、併せて同項目の資料

を参照。 

（解答例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

【「元島民」の立場、思い】 

故郷である北方四島を追われ、戦後 70 年以上を経過したいまも、四島に帰ることが

できない。また、元島民の平均年齢は 81 歳を超え、ソ連軍の侵攻により逃げるよう

に故郷を出たまま、再び故郷に戻ることができずに亡くなった者もいる。このような

事実を踏まえると、「一日も早く北方領土問題を解決してもらい、再び故郷に戻りたい」

というのが、元島民の強い思いなのではないかと感じた。 

【あなたが考える北方領土問題の「“解決の姿”」と「その理由」】 

一方的に故郷を追われた元島民の平均年齢は 81 歳を超えており、早期に北方領土

問題の解決を図ることが重要である。ただし、北方四島には、現在、ロシア人が暮

らしており、その人々を追い出すことは、終戦直後に元島民が味わった悲劇と同じ

ことを繰り返すことになってしまう。そのため、二国間交渉や国際的な話し合いの

場を通じて、北方領土問題を早期に解決するとともに、故郷へ帰りたいとの元島民

の思いに応え、かつ、現在、四島に暮らすロシア人の意向も尊重することが、北方

領土問題の解決の姿であると考える。 
 

【あなたが考える北方領土問題の“解決”に向けた「取り組み」】 

北方領土問題は、外交交渉によって解決していくものだが、交渉を後ろ支えし、ま

た、後押しするためには、国内外の世論を盛り上げていくことが重要である。その

ためにはまず、国内において、北方領土問題の認知度や関心を更に高め、政治的・

外交的な縁遠い問題という印象を塗り替えていくことが大切である。インターネッ

ト等を活用した取り組みなどは、参加・サポートしやすいので、その取り組みを活

性化させていくと良いと思う。 


