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「こんばんは」。私どもはモスクワからまいりました。

まだあそこは夕方でございます。でもこの記者会見

の場合、もう「おはようございます」でしょうか。 
 
ご列席の皆様、同志の皆様、私どもの訪日は、いま

終わりに近づいております。今回の訪日は、ソ連で

も日本でも長らく待たれておりました。訪日が始ま

る前、世界と両国の報道機関はさまざまな評価を下

しました。その中には歴史的と呼んだところもあり

ました。また、さまざまな予測をしました。 
 
確かに今回の訪日は、1 世紀半に及ぶソ日交渉史の
中で、日本で行われた最初の首脳会談でした。そし

て、ソ日間の異常な関係、つまりソ連がペレストロ

イカに入った後も、国際交流が極めて緊密になった

時期においても、また、世界政治に新しい原則が確

立した後にも、まだソ日両国の首脳が会っていない

という異常な事態は、過去のものになりました。 
 
3 日間の極めて激しい仕事の日々が終わりました。
この中で率直な対話の良好な道が開かれました。ソ

日関係の、また国際関係の重要な問題についての幅

広く詳細な話し合いが持たれました。それでもやは

り、二国間関係、平和条約締結の問題が全体の話し

合いの 80パーセントを占めました。 
 
われわれは討議の中で、あらゆる鋭い問題をも避け

ませんでした。また、回りくどい言い方で、問題か

ら隠れるようなこともしませんでした。両国にとっ

て極めて複雑でセンシティブな問題、つまり平和条

約、またそれに含まれる領土画定の問題も決して避

けませんでした。 
 
ソ連首脳部はこの問題に対して、他の問題と同じよ

うに、両国関係の幅広いコンテキストの中でとらえ

ております。この問題が、両国にとっても、アジア・

太平洋地域にとっても、世界全体にとっても、持つ

意味を考慮に入れてそうしているのです。 
 
あらゆる観点から見て、現在のソ日関係には真の突

破口が開かれるべきであります。そしてこの 3日間、
私はこれに向かって両方が突き進んでいるというこ

とをまさに確信するようになりました。 
 
ここ数年間ヨーロッパ大陸を覆ったプロセス（方向）

というものは、世界政治を決定するようなソ米関係

といったものを、日本との関係でも築こうとしてい

ます。さらには、このようなダイナミックな国際関

係改善に向かう動きが、アジア・太平洋地域をも覆

いつつあることを確信します。 
 
私どもは満足を持って次のことを申しあげることが

できます。対話との強力の機運が高まり、例えば中

華人民共和国との間にも新しいレベルの関係が生ま

れ、インドとの間にも積極的な関係が生まれました。

またインドネシア、ASEAN諸国、オーストラリア、
ニュージーランドとも政治的な対話の道が開かれま

した。韓国とも外交関係を樹立しました。 
 
こういった状況の中で、ソ日関係が極めて時代錯誤

的なものとして映ったのは言うまでもありません。

おそらくこういったことは、両国間の利害という点

でもまた国際政治の面からみても、異常な事態であ

りました。 
 
40年間日本もソ連も、今のさしさわりのない関係を
特別に拡大したり深化させたりせずとも、お互いや

っていけるということを証明したわけです。しかし

ながら、全世界が、現在起こっていることを見直し

ている時期、つまり冷戦を終結させ、新しい世界の

発展を考えている時に、このような両国の関係は異

常であります。 
 
そういったことすべてを考えて、私は国内問題――

実は国内問題が大変なことはここにいらっしゃるモ

スクワからのたくさんの特派員の方々がよくご存じ

だと思いますけれども――それをさしおいて、日本

にまいりました。国内問題が大変なために、国際問

題にかける時間を縮小せねばなりませんでした。し

かし、国家首脳としての日本訪問は絶対キャンセル

できないと自覚していました。 
 
私どもは日本で 6 回にわたる首脳会談を持ちました。
そのうち 2 つは休憩をはさんでやりましたので、実
質的には述べ 12時間か 14時間にわたる 8回の首脳
会談となりました。ギネスブックにでもおさめられ

るのではないかと思います。 
 
このこと自体が、今までのような関係はあるべきで

はないということの一つの裏付けになっているわけ

です。つまり一度話し合いを始めると、いつどのよ

うな形で終わるかが全く予想もつかないような、そ
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んな関係が非常に異常であるということをもう一度

証明したわけです。つまり、両国とも歩み寄って新

しい関係への出発点を見いだすべきであるというこ

とが再確認されたのです。ソ連としては日本との関

係を抜本的に改善することを目指しています。私ど

もはそれを率直に申しあげます。 
 
両国は隣国であり、非常に大きな 2 つの国でありま
すけれども、急激に変化しつつある世界の中で、こ

れまでのような関係では耐えられないわけです。政

治的な要素も地理的な要素も、より良い関係を持つ

ことを必要としているわけです。21 世紀に向けて、
これまでのソ日関係の重荷になっていたものを取り

払うべきである、と私は考えます。 
 
ともあれ、私は東京で行われた仕事に満足していま

す。18日の夜になりましたけれども、共同声明に調
印することに至りました。その他いくつもの分野に

またがる協定に調印いたしました。この作業の結果

は非常に大きな成果であると思います。 
 
これらを踏まえて、今後両国関係の打開を具体化し

ていく時期に入ることができると思います。より大

きな確信が得られたわけですが、これからこなすべ

き仕事もまだたくさん残っております。 
 
共同声明の内容については、両国の国民や政治家や

報道陣の方々が、いろいろ議論なさると思います。

この東京で本当に大きな事態の打開があったのかど

うか。拡大解釈も、過小評価もあるでしょう。共同

声明の中に盛り込まれている項目は、両国の政治的

な可能性を十分反映しているかどうか、いろいろ議

論の余地があると思います。 
 
日本側としてもソ連側としても、まだこれから考え

なければいけないことがたくさんあると思います。

しかし少なくとも、ソ連国民は今回の訪日の前向き

な成果を評価してくれるはずです。 
 
ソ連の世論調査を見ても、75 パーセントから 83 パ
ーセントの人々が、ソ日関係の改善を望んでおりま

す。日本国民に非常に好意を持っているわけです。

勤勉さ、謙虚さに敬意を表しております。日本の国

民の方々も、ソ連に対する見方をこの間好転させて

おられます。 
 

私はソ連と共同通信が合同で行った世論調査の結果

を拝見しました。つい最近までは 14パーセントから
16パーセントぐらいの人々しか、ソ連との関係を改
善すべきであると考えていなかったのですが、確か

現在は 43パーセント以上に達しました。つまり短期
間にかなりソ連に好感を持っている方々が増えてお

ります。私ども政治家としては、両国民のこういっ

た気持ちを実際の政治に具現化し、ダイナミックな

ものにしていく必要があります。 
 
せっかくの機会ですので、とりわけ次のような点を

強調したいと思います。まだ、そんなにたくさん日

本の国民の方々と直接交流する場はあまりなかった

のですが･･･。あした京都・奈良へ行くときに、そう

いうチャンスがあると思いますが･･･。 
 
私はこれまではずっと迎賓館で、なかば“捕虜”に

なっていたわけです。しかし、私に同行した代表団

や社会活動家の人々、またライサも日本人の方々、

東京の都民といろいろ交流の場を持つことができ、

日本人がこの訪日に並々ならぬ関心を寄せられてい

ることを知りました。そして非常に多くの日本人の

方々が好意を示されました。このご歓待、このお気

持ちに対して日本国民の方々に感謝の意を表明いた

します。日本政府の関係者や各政党の関係者にも、

会談の準備と開催のために果たされたご尽力に対し

て感謝したいと思います。 
 
冒頭の発言は、「できるだけ短く」という要請だった

んですが、少し長引いてしまって失礼いたしました。 
 

 質疑応答  
 
平野（毎日）：まず領土問題の処理についてお尋ねし

ます。北方四島（歯舞、色丹、国後、択捉）の処理

について、どのような合意が得られたのでしょうか。 
 
それから日ソ首脳会談が 6 回にも及んだのは、領土
が大きな問題であったと聞いております。どのよう

な対立点があったのでしょうか。 
 
ゴルバチョフ：私どもの議論の内容をここで披露す

るつもりはありません。そうするとあまりにも時間

がかかってしまうからです。これほど本格的な議論

は、私にとって久しぶりでした。ここでは議論の結

果についてのみお話します。 
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文書（共同声明）の中で、徹底的な話し合いを行っ

た、ということが明記されています。平和条約を作

成し締結するということ、領土画定も含めてこの平

和条約をつくるということ、歯舞、色丹、国後、択

捉、四島の帰属についての問題を含む平和条約の作

成と締結について、詳細かつ徹底的に話し合いを行

った、というふうに明記されています。 
 
交渉の中では平和条約締結に向けた作業の重要性が

強調されました。平和条約締結に向かって建設的に

ダイナミックに進んでいこうということが確認され

ました。前向きな側面をすべて利用していこう、と

いうことになりました。 
 
二国間交渉の中で、さまざまな年代に、例えば 56年
にソ日双方は共同宣言をし、両国間の戦争状態を終

結し、両国間に外交関係を樹立しました。それを引

き継ぐことが確認されました。 
 
ここに政治の現実主義（リアリズム）があります。

つまり、昔と今の現実を確認するということ、さら

に平和条約の作成と締結に向かって、双方が進んで

いくということの立場の表明がありました。 
 
なぜ宣言という言葉を言わないか。これについては

皆さんの質問を待たずに言いましょう。私どもはこ

の文書の中では、（56 年の共同）宣言の中で歴史的
なものになっただけでなく、国際法的な効力を獲得

したものを取り入れました。しかし、実際には成立

しなかったもの、チャンスを失ったもの、歴史に押

し流されたものについては、その部分を復活させる

ということはしませんでした。 
 
56年に何がなされたかということについてわれわれ
は評価を下し、それ自体が一つの、あの時点での前

向きのものであったと思います。そして、前向きの

ものを取り入れて平和条約（締結）に向かって進ん

でいこうと思います。 
 
巨大な前進がありました。すでに 86年に極めて簡単
な形で、両国間には折衝が持たれました。8 回の会
談ではなくて 8 分ほどの会談で、お互いの言い分が
分かり合えたのです。日本側は「島を返せ」と要求

し、そして私どもは「その問題は存在しない」と言

ってまいりました。 

 
しかしながら、今回の文書は、私どもが大きな道の

りを乗り越えたことを証明しております。私どもは

今後行動するに当たり、いままでの経験を踏まえて

現実的な政治の枠内で、利益のバランスという原則

に基づいて新しい問題の解決方法を探していくと思

います。 
 
私はここ数年間の経験に基づいてみると、やはり歴

史こそがすべてを決めていくということを確信する

のであります。歴史というものは時折、その歩調を

速めたり遅めたりします。 
 
もし西独とのモスクワ条約がなければ、それに続く

その他の国々と西独との一連の条約協定がないなら

ば、もし東独と西独が国連に加盟していないならば、

またヘルシンキプロセスといったものが継続しなか

ったならば、さらにスケールの大きい両ドイツとソ

連との関係が発展しなかったならば、新思考といっ

た政策が果たして生まれたかどうか。果たしてパリ

憲章を可能にするような道が開けたかどうか。そし

てまた、東欧での激動が起こったかどうか。 
 
つまりすべてが複雑なプロセスであり、歴史はさま

ざまな状況によってそうなるのであります。歴史は

新しい条件の下で、つまり友好、協力、信頼といっ

たものの中で新しい可能性を開くのであります。日

本との二国間関係においても、世界政治の新しい動

きにおいても、私どもがお互い歩み寄るような、そ

ういった道の探索を助けると思います。 
 
今回の文書の調印によって、あらゆる分野における

ソ日交流が進むと思います。両国関係が新しいレベ

ルに達し、お互いを理解し、お互いを知るレベルが

高まると思います。また抜本的に関係の構造そのも

のが質的に転換すると思います。そうなると、答を

得るのも、もっと楽になるはずです。 
 
そういったときに、歴史は違う歩みの速さをもたら

してくれると思うのです。それについては、あれこ

れと占うことはせずに仕事をしようではありません

か。そのような相互理解と協力の結果として、信頼

も高まります。政治レベルだけではなく、人間的な

レベルでも信頼が高まると思います。 
 
質問（ソビエトテレビ）：大統領はパリ憲章について
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触れられました。あなたが半年前に演説した時、ソ

連と日本との間に新しい関係を構築すべきだという

ことを言及されました。それは北半球の協力関係抜

きに考えられないということですが、その点に関し

てはいかがでしょうか。 
 
ゴルバチョフ：今回の訪日結果は、アジア・太平洋

地域における国際関係の改善につながると思います。

ここ数年間、私はこの地域の国々のいろいろな政治家

とコンタクトを持ったわけですけれども、この地域の

変化に対する関心が非常に強いことを感じました。 
もちろんソ日関係でも、例えばヨーロッパ共通の家

の構想がそのまま模倣されるということではないと

思います。つまりヨーロッパのモデルをアジア・太

平洋地域にそのまま当てはめることはできません。

それは誤りですし、人為的な押しつけというもので

す。この地域は、独自の道を進むはずです。 
 
アジア・太平洋地域こそ世界文明の発祥地でありま

すし、この地域の国々には人類の英知が長年の歴史

の中で蓄積されてきています。同時にアジア・太平

洋地域には、最も後進性がひどい地域もありますし、

いろいろな地域紛争も起きています。 
 
ですから、ここ数年間、私どもが全世界的なレベル

での国際関係に積み上げてきた経験を、アジア・太

平洋地域の特徴を生かした上で適用されるべきだと

思います。また集団的な努力が必要とされている地

域でもあります。 
 
私どもは何か特定の切り札を使おう、特別な役回り

を演じようというつもりはありません。この地域の

関係各国に共同で道を探し求めようと協力を呼びか

けているわけです。しかも、このプロセスにアメリ

カが参加しなければ･････････。実は私のウラジオス

トク、クラスノヤルスク演説を聞いて、米国とアジ

ア・太平洋地域の間に亀裂をもたらそうと解釈する

向きもあったのですが、そういう意図は毛頭ありま

せんでした。アメリカが参加しない限り、アジア・

太平洋地域の安全保障問題は考えられません。その

他の国際問題においても、米国という巨大な強国抜

きには何も解決しないでしょう。 
 
特に経済的な観点から言いますと、日本の役割が非

常に大きいのであります。また新しい工業国がどん

どん躍進してきております。ここ数日間われわれが

こなしてきた仕事が、ソ連と日本というアジア・太

平洋地域に直接かかわりを持つ２大国が両国関係を

改善するだけでなく、アジア・太平洋地域各国の協

力関係全般に関しても貢献することも非常に重要で

あると思います。 
 
海部総理から、アジア・太平洋地域の各国を歴訪し

て、どのようにして関係を推し進めていくかについ

て説明を受けました。こういった動きはすべて、ア

ジア・太平洋地域の協力関係のレベルをより高めて

いくことに寄与するものと思います。 
 
私はこの点に関して、中国、インド、ソ連、アメリ

カ、日本、この５か国がお互いに何ができるかをも

う一度考えてみてはどうかと提案しました。できれ

ば１９９３年にでも、アジア・太平洋地域の外相会

談を持って、どういう政治状況にあるかということ

を共通に議論するあるいは意見交換すべきだと思い

ます。 
 
すぐに何か新しい制度をつくるということではなく

て、諸問題解決のためのいろいろなアプローチを模

索すべきだと思います。 
 
ここで重要なのは、アジア・太平洋地域における信

頼の醸成であります。特に軍事ポテンシャルの問題

が非常に大きくなっていますし、艦隊活動の縮小も

必要であります。 
 
古本（読売）：北方領土は、ソ連ではロシア共和国の

一部ということになっております。そして、大統領

と同行されたソ連の代表団の方々からは、ロシア共

和国と連邦とは領土問題を含め対日問題についての

立場は完全に一致している、と聞いております。 
 
一方、ロシア共和国のエリツィン最高会議議長は 17
日にパリで、日本との領土問題は 5 段階を経て、し
かも 20 年という非常に長い歳月をかけて解決すべ
きであるという、日本にとってはとても受け入れが

たい提案を再確認しております。以前にもおっしゃ

ったことですが。このエリツィン議長の領土問題に

対する立場をどう評価されるのでしょうか。今回の

共同声明の内容とこのエリツィン議長の立場はどの

ように関連するのでしょうか。 
 
それから、日本人の間には、今後の日ソ間の協議で
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領土問題解決、平和条約締結に向けて、肯定的な前

向きの成果が積み上げられていったとしても、ロシ

ア共和国最高会議及びエリツィン議長の反対にあっ

て進まないこともあり得るのではないか、という懸

念があります。これについてはいかがお考えでしょ

うか。 
 
ゴルバチョフ：ロシアを代表する同志、公式的に代

表として加わった人々の立場は、私が皆さんに紹介

した文書の立場と完全に一致しております。異論は

一切ございません。 
 
さて、エリツィン同志の立場についてですが、私の

考えではもう少し、数日間待って下さい。もしかし

たら違うことを言うかもしれません。ですから急が

ないで下さい。私はそういう経験をすでに持ってお

ります。ですから、皆さんにお勧めします。私の経

験に従って下さいと。 
 
ここ東京で私どもは討議し、そして決定した内容は

ソ連の利益、またロシア共和国の国益にも十分に合

致するものです。特にロシアはソ日関係に対する関

心、利害があります。ですから、私どもは大いに期

待を持って、これについてみることができると思い

ます。もちろん両国の未来に向かって、一生懸命努

力をする必要はありますが。 
 
質問：先ほどの共同声明と協定の調印によって、ソ

日関係の打開が期待できるということですけれども、

ソ日関係の今後の展望の図式をどうご覧になってい

らっしゃいますか。 
 
ゴルバチョフ：その図式を全部ここで描こうと思え

ば、これはもうアダムとイブあたりから話をしなけ

ればいけなくなり、長くなってしまいます。とにか

く、文書の調印が行われて、法的な基盤ができたわ

けです。そして両国の関係機関が、今後この文書に

盛り込まれた項目を具体化する作業に、これから当

たることで合意をみています。 
 
共同声明の中では、特に次の言葉が強調されていま

す。それは、早急に行動をとらなければいけない、

とる必要がある、ということです。特に一部の文書

には冒頭にまで持ってこられて、作業の加速化、協

力関係促進の加速化が必要である、ということがう

たわれております。 

 
具体的なレベルで、どういうふうに進めていくかと

いうことを、これからやらなければいけません。関

係省庁あるいは関係機関は、これから仕事がたくさ

んあって大変ですね。私もこれに関連して、特別な

大統領令を発令することを検討しています。 
 
質問：国会での演説で、ソ連における独裁の危機に

ついてお話になりましたね。モスクワにお帰りにな

った時、国民的合意をつくり出すために、どんな処

置をとられますか。そして、どんな指導者、どんな

勢力とお会いになる予定ですか。 
 
ゴルバチョフ：日本の議会の話だと思ったら、私に

またソ連のことを思い出させてくれましたね。 
 
確かにソ連国内には現在、国と経済、また市場に対

する現実的な危機、脅威というもの、また政治的安

定の脅威といったものがあります。私はこれについ

て、何度も発言しております。そして、あなたもこ

れについてはご存じなので、詳細について私は述べ

ません。 
 
ただし、はっきり申しあげますと、各勢力とか政党

間の政治的な分断といったものは、何とか克服すべ

きだと思います。そして、あらゆる政党の活動ある

いはグループの活動は、国民全体の利益を最優先さ

せることが必要だと思います。 
 
確かに現在、ソ連にとって現実的な課題となってい

るのは、救国という課題であります。そのために連

邦条約作成の準備、作業をすみやかに完了すること

が、非常に重要な意味を持っております。 
 
なるべく急ぐようにという要望が出されましたので、

国民投票を行った各共和国指導者と4月23日に会談
することになりました。一番重要な問題について話

し合いがつくまでは、各共和国の代表との会談は開

催しないようになどと頼まれました。 
 
これは非常に重要な問題です。脱中央集権化が進む

中で、さまざまな権限・権利の分配、権力制度の再

配置が行われており、各共和国や各権力レベル間の

法律が互いにかみ合わないといった現状があるので、

極めて複雑な問題であり、お互いの不信感を高める

もとになっています。国民投票に参加した共和国は、
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１か月～２か月以内に必ず連邦条約に調印しなけれ

ばいけません。 
 
次に、各レベルの議会、各共和国のさまざまな政党

指導者、学者、各研究機関、代議委員が、危機打開

のための本格的なプログラムをつくることになって

おります。これはこの先数か月、本年度内を予定し

たものです。安定を確保するための手段として重要

な意味を持つプログラムであります。 
 
政治闘争の枠内における衝突はまともだと思います。

危険は別なところにあります。社会あるいは国にお

ける立場を目指し、つまり権力に対する野心を持っ

て、カードのひとつとして社会的な緊張を利用する、

ということであります。ここに危険があります。 
 
いま、経済の諸関係が途切れてしまい、そのために

人々の心が荒れております。緊張しております。そ

して、権力に対して極めて神経質になっております。

ですから、その状態の中でマッチを擦れば、すぐに

燃え上がる状況なわけです。そんなことをするのは、

無責任な人ですが、残念ながらそういう人々がいる

のです。そういった事態はどうしても避けなくては

なりません。 
 
つまり、左右の狂気の集団に対する抑制が必要です。

例えば集会とかデモです。健全な勢力を結集する可

能性はあります。例えばハバロフスクで工場の人々

と会ったのですが、彼らは情報に飢えており、そし

てペレストロイカを推し進め、生産の停滞を克服し、

市場への移行を望んでおります。そのために耐え忍

ぶ用意さえあります。 
しかしながら一方では秩序を望んでおります。その

ための決断力を要求しています。つまり決断力や強

い権力と独裁とを見分けなくてはいけません。 
 
法律に基づいて強力な権力を行使するのは、決して

独裁ではありません。むしろそれがないことによっ

て、混乱や無政府状態が生まれることの方が恐ろし

いのです。つまり、民主主義といったものは法律に

基づいて可能なわけです。 
 
ですから、ソ連について皆さんが報道される場合、

センセーショナルな事件だけに注目せずに、さまざ

まな事態を検討して報道していただきたいと思いま

す。と言いますのは、ペレストロイカはソ連国内だ

けの問題ではないのです。ペレストロイカの成果は

皆さんにとっても必要なんです。すべての国や民族

の運命もこれによって左右されるのです。 
 
文明全体の一部として自覚してこそ、お互いを必要

としていると言う自覚があった初めて、われわれは

進んでいけるわけです。つまり、全人類的な気持ち

を持ちながら、国全体のために建設的な諸勢力の統

一を目指したいと思います。 
 
お答えが長くなって済みませんでした。 
 
吉田（共同）：いま、大統領が述べられた領土問題に

関する図式についてですが、日本の国民が北方領土

問題の将来について、少なくとも北方四島のうち二

島が近い将来、平和条約の締結後に返ってくると考

えてもよいのでしょうか。 
 
二つ目の質問です。大統領がいま強調されたアジ

ア・太平洋地域での新しい信頼関係の構築という枠

組みの中で、極東におけるソ連軍の存在について、

特に北方領土におけるソ連軍の存在について、現在

どういう考えを持たれているのか、明らかにしてい

ただきたいと思います。 
 
ゴルバチョフ：第一の質問に関しては、原則的な立

場はすでに申しあげました。後はこれから再開され

る交渉プロセスの中ではっきりしてくると思います。

そのための大きな枠組みはできていると思います。 
 
二番目の質問は、信頼醸成措置、極東ソ連軍につい

てですね。 
 
まず、これは皆さんおそらくご存じかと思いますが、

ソ連はこれまで約束したすべての義務を履行してい

ます。中国との約束もそうですし、モンゴルから軍

隊を撤退しています。 
 
それから、短距離ミサイルはすでに廃止しましたし、

中距離ミサイルもことし半ばに廃止されるわけです。

ソ連の潜水艦を含めた軍艦１６基が廃止されます。

また、核軍備も増強していません。通常兵器の軍備

ポテンシャル、つまり軍隊の数も増強しておりませ

ん。これはすでに事実としてあるものです。 
 
もう一つソ連として善意を示すために、次のような
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提案を行っております。 
 
私どもは平和条約に関する交渉を実際は進めたくな

いという印象を避けるために、日本の国民そして北

方四島の市民との間の交流のための基盤を今後つく

る、という提案を行いました。特に日本国民がこの

四島をビザなしで訪問できるための手続きをとるこ

と、互恵的な共同経済活動をそこで発展させるため

の提案、そしてソ連軍の北方四島におけるポテンシ

ャルを削減する、という提案を行いました。 
 
長岡（朝日）：朝鮮半島情勢について質問します。大

統領は日本訪問後、韓国の済州島で盧泰愚大統領と

首脳会談を持たれるわけです。韓国の大統領との首

脳会談は、１年足らずの間に３回になるわけです。

朝鮮半島全体の緊張緩和にとって、今回の首脳会談

がどういう意味を持つのか。 
 
もう一つ。朝鮮半島の北半分、朝鮮民主主義人民共

和国に大統領ご自身が近い将来、訪問される予定が

あるのか。 
 
ゴルバチョフ：まず第一の質問についてお答えしま

す。私どもは、韓国との間に外交関係を樹立したこ

とについて、満足しております。この関係は両国の

満足するところです。両国間の対話も協力も極めて

ダイナミックに発展するようになりました。それに

は経済交流も含まれております。私どもはお互い極

めて大きな可能性があることを発見しました。 
 
さらには朝鮮民主主義人民共和国との関係も維持さ

れ、また高まろうとしております。あらゆる面で前

向きであり、肯定的なものであると思います。その

ことは、さまざまな問題の解決に向かう朝鮮半島の

南北の対話を実現するための道を進めるものであり、

これは韓国、朝鮮の国民の民族的な願望であります。 
 
このことは、アジア・太平洋地域において協力する

ための大きな可能性を開くものであります。この地

域にある各国との間に、私どもはすでに多くの接触

を持ち、さまざまな文書をつくることができました。

そして、この地域における状況の健全化に寄与した

と思います。 
 
私は朝鮮民主主義人民共和国から公式な招待状を得

ております。これを十分に利用するつもりでおりま

す。つまり、訪朝計画があります。 
 
質問（イラクのプレス）：中東問題の紛争解決のため

に、これからどのようなステップをとるのでしょう

か。ベススメルトヌイフ外相の中東歴訪はあるので

しょうか。 
 
日本として、ペレストロイカに関して何か経済的な

支援を約束したのかどうか。 
 
ゴルバチョフ：まず第一の質問です。中東における

ソ連の役割は、今まで同様積極的なものであり続け

るでしょう。ブッシュ大統領やベーカー国務長官を

はじめとする各国指導者との会談、アラブ諸国の首

脳との会談で私が得ている印象は、ソ連の中東紛争

の解決における役割は非常に大きなものになるべき

だ、という理解であります。 
 
ソ連の役割そして中東紛争の解決の第一段階は、ま

ずペルシャ湾危機の打開に集中するでありましょう。

そうした当面の問題が片づいてから、次にその他の

ずっと前からある紛争の解決を目指すべきでありま

す。 
 
パレスチナ問題、イスラエルが占領地帯をアラブ諸

国に返還するという問題、レバノン問題、それから

いろいろな安全保障の問題、イスラエルの安全保障

問題も含めて、市民の安全を含めたあらゆる諸問題

を解決するための動きが始まると思います。ベスス

メルトヌイフ外相の中東歴訪も近い将来行われます。 
 
第二の質問ですが、ここ数日間の対話の際に、日本

政府からも財界からも、各政党の首脳からも社会活

動家からも、要するに各界から熱心で誠意あふれる

ペレストロイカ支援の表明がなされました。これは

日本の国民や指導部が、非常に困難であるけれども、

非常に重要なプロセスを歩むソ連に連帯感を表明し

て下さったと受け止めております。 
 
ソ連との新しい経済協力、各レベルでの新しい経済

協力の模索というものも行われました。調印した文

書の一部にも、そのことが盛り込まれております。

海部総理と先ほど調印した共同声明の中にも「平和

条約の作業を加速化する」という項目と並行して、

次のようなことをうたっております。 
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「同時に、建設的な協力を展開する必要性が確認さ

れた。その協力は善隣関係のもとで、相互に有利な

かたちで日ソ両国の間で進められるべきであって、

それは日本と直接国境を接しているロシア共和国を

含むものである。通商分野、科学技術分野、政治的

な分野、そして社会活動、文化関係、観光、スポー

ツ、そして両国の国民の自由な広範な交流を含めた

全般的な協力関係を推し進めなければいけないこと

で合意した」 
 
そういう内容の項目もあります。これは日本の政

界・財界の協力の姿勢を表明しているものでありま

すし、具体的な協力の段取りも決まっております。

例えば、署名した文書の中には、市場経済に向かう

ペレストロイカに対する技術支援の取り決めもあり

ます。 
 
野田（朝日 OB）：私はソ連に 3 年間拘留された体験
をもっております。ですので、私の質問には多少自

分の意見が入ることをお許しください。 
 
さて、ハバロフスクの日本人墓地に花輪を捧げてい

ただいたことをまずお礼申しあげます。ただ、その

時の談話で多少不満が残りましたのは、日本兵遺族

に対しての「同情」の意を表する、という言葉であ

ります。謝罪の意を込めた「遺憾」の言葉をいただ

きたいと思います。18日の午後、拘留者関係の団体
とお会いになった時に、謝罪の意味をお話になった

そうでありますが、この席でその言葉をいただきた

いと思います。 
 
それから、日本兵以外の一般市民をかなりソ連の領

内に連れて行ったことについては全然触れていらっ

しゃらないのですが、それはどういうわけでしょう

か。 
 
ゴルバチョフ：これは私どもの複雑な歴史にとって、

極めて容易でない問題であります。ですから、この

歴史の中でいったい何が起こったかということを私

がここで言い始めたら、おそらくソ連国内で一定の

論争や異論を生むでしょうし、さまざまな心の痛み

をよぶでしょう。 
 
もちろん歴史は書き換えられません。また、歴史を

捨てることもできません。どこにも捨てるところは

ありません。歴史から逃れることはできないわけで

す。 
 
しかしながら、もし私どもが木を育てようとするな

らば、木を植えてよい果実を得たいと思うならば、

過去の死んだ水によっては養分を得られない、とい

うことであります。ソ連と日本のすべての人に呼び

かけたいのであります。われわれはお互い隣国であ

ること、そして両国民がお互い大いに関心を持って、

常に向き合っていたこと、これは驚くべきことであ

ります。 
 
しかし、文化、文学、芸術などを通じて、ソ連人は

日本についてまた日本人はソ連について、良く知っ

ているのです。15年ほど前、私どもは皆、日本文学
特に現代の日本文学に夢中になりました。現在もこ

の日本文学に対する関心は弱まっておりません。こ

れは本当に驚くべきことであります。 
 
非常に多くの点で両国は共通のものを持っていたの

であります。そして、こういったものをすべて記憶

に残し、そして苦い過去の経験から学んで、お互い

の関係をどう築いていくか、明日の関係をどう築い

ていくかを考える必要があります。そして経験を若

い世代に伝えなくてはいけない。いったい若い世代

に何を言うべきなのか。 
 
拘留者について言えば、この問題はすべての人間に

とって極めて重い問題であります。私は当時、日本

とソ連は敵対する陣営に属していた、ということを

言わなければなりません。両陣営とも戦争関係にな

っていた。そして各同盟内においてさまざまな決定

がなされ、その中にはソ日関係にも影響を及ぼすも

のも入っておりました。そういった現実的なコンテ

キストの中で、すべての過去の事態は起こったので

す。 
 
私どもは、日本との全体的な健全化の流れの中で対

話を始め、その中でこの問題にも触れました。これ

は極めて敏感な問題であります。 
 
私どもは日本国民に対して、極めて大きな感謝の気

持ちをもっております。日本国民が日本にあるロシ

アの兵士達、あるいはその他の国の軍人の墓地に対

して、極めて敬意を払って下さっていることに感謝

しております。そして、私どもはロシアの地に葬ら

れた人々に対して、いままで以上のたくさんの敬意
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を、今後表したいと思っています。 
 
両国民の接近の流れの中でこういった和解の動きが

でてきました。私はこれに対して同情の念をもって、

自分が国内で果たせる役割の中で、いろいろな形で

協力したいと思っております。いまおっしゃった問

題について、実は、日本の退役軍人の団体から文書

をいただいておりますので、これと合わせて研究し、

国内で相談できる能力を持った人、そういった知識

を持っている人達に相談して、解決していきたいと

考えます。傷をいやすために新しい歩みをふみ出し

ていこうと思います。 
 
質問：日ソ関係の打開について先ほどおっしゃられ

ました。この打開は経済関係においてもあると考え

ていいでしょうか。特に日本がソ連の市場整備、イ

ンフラの整備、銀行制度の確立とかを援助してくれ

るのか。つまり協定とか取り決めだけでなく、本当

に抜本的な打開があるのか。あるいは、日本はまだ

政経不可分にこだわっているのか。 
 
ゴルバチョフ：この問題は議論の中心的な課題であ

りました。私はここで厳密に申しあげたいと思いま

す。これから突破口を作りださなければいけないわ

けです。私がここで申しあげたのは、ここ数日間の

仕事は、これから突破口が見いだされる、これから

各方面での打開があるという期待を私に持たせた、

ということです。 
 
過去の経験から言うと、どちらかが最後通牒（ちょ

う）的な立場をとる場合、何もいいことが生まれな

いわけです。私は、経済と政治が密接に絡んでいる

と言う原理には反対しません。ただ、この原理は、

経済が政治に良い影響を及ぼして、政治が経済に良

い影響を及ぼすという関係でなければなりません。 
 
各方面における関係の活発化、特に政治的な分野や

経済的な分野における関係改善が進まない限り打開

はあり得ない、ということを強く申しあげたわけで

す。 
 
ヒールシャー（南ドイツ新聞）：先ほどの大統領の話

の中で、お互い利益を均衡しなければだめだ、とい

う話がありました。日本とソ連の間の領土問題でも

やはり妥協が必要だ、とおっしゃったと思います。

世論が納得するためには、妥協の報告をある程度ま

で示さないと信頼はなかなか生まれてこないと思う

のですが･･･。 
 
いままでの日本の路線で見ますと、歯舞、色丹は法

的にも、国際裁判に出すと日本が勝つ可能性があり

ます。ところが国後、択捉の場合はそうではない。

となると本当の問題は、この二つの島をどういうふ

うに日本とソ連の間で妥協の対象にするか、という

ことです。例えば、国後は日本に戻すが択捉はソ連

として残す、そういう考え方は絶対にないと言えま

すか。あるいはそれもひとつの可能性として考えて

いらっしゃいますか。 
 
ゴルバチョフ：私は、交渉の当事者というかたちを

とりたいと思いません。しかしながら、原則的立場

についてはここでお答えしたいと思います。まさに

そういったアプローチが必要だと思います。つまり

利益のバランス、妥協が必要だという立場をとって

おります。 
 
私が考えているのは、私どもは日本との間でずいぶ

んいろいろなことを失ってしまったと思うんです。

お互いに相手に対して前提の条件を突き付けたり、

あるいは鉄の立場といったものを守ることによって、

ずいぶん失ってきました。 
 
私どもの間にも問題がありますが、避けることはで

きません。検討し、見直していく必要があるという

ことが、やっと双方は理解できたのです。私自身の

経験に基づいて、確信するようになったのです。さ

らには過去の経験を学ぶことによって、次の結論に

達したのです。 
 
一番危険なのは、非常に非建設的なのは、特に政治

においてそうなのですが、机上の理論を打ち出して、

それにいつまでもいつまでも固執し続けることです。

ソ連国内の歴史の中で、たくさんこういったことが

ありました。 
 
ときおり私はコンセプトがない、モデルがない、と

いうふうに言われることがあります。そういう時に、

私は問題についてかなり抜本的な議論をします。確

かに選択をしなくてはいけないし、目標は定めなく

てはいけない。そして、問題は双方のつまり紛争や

議論に参加している各方面の利益を考えて、そして

作っていくべきだと思います。 
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そして、実際に問題を解決するのは、状況が変わっ

た時、信頼という状況が出てきた時にできていくの

です。例えば現在、世界がやっと変わり始めたので

す。ヨーロッパにおいてもアメリカにおいても、ソ

連との関係が変わりました。軍縮も進んでおります。

つまり全人類的価値の優先性といったものが出てき

ました。 
 
そのことによって状況が変わり、それによってアフ

ガニスタン、カンボジア、ナミビア、南アフリカな

ど、さまざまな地域の紛争を解決する動きが出てき

たのです。湾岸問題については、危機によって中東

に新しい状況を生む、という機運が中断されました

が。 
 
つまり、新しいレベルの信頼をつくり出さなくては

ならないのです。そして、ここ日本での会談のパー

トナーに対して、こういったアプローチをお勧めし

たのです。 
 
ですから、どの島をどこの所属にするかということ

よりも、まず平和条約の作成にとりかかり、その中

に領土画定の問題も入れるべきだということを確認

しました。最良な形で解決できるのは、やはり新し

い状況、質的に新しい関係ができてからです。相互

依存性が高まる中でそれができる、ということであ

ります。 
 
時によっては、いまのような極めて鋭いかたちでは

出てこない、もっとスムーズに解決できるという状

況も出てくると思います。例えばヤコブレフさんが

かつて日本で議論していった時に、「なぜ領土問題を

いつも出してくるのですか。その前にソ日の協力に

ついて考えていこうではないか。極東とかシベリア

とか、そういった地域での協力を考えていきましょ

う」と言いました。その中で、どのような形におけ

る転換だって可能なのです。交流が進み、合弁会社

がどんどんできて、全く違う環境が出てくるわけで

す。 
 
そうするとさまざまな問題について、全く違った見

方ができるわけです。つまり、もっと勇敢に新しい

関係に入っていくべきなのであります。 
 
犬養副理事長（司会）：大変残念ですけれども、もう

午前 1時 48分になりました。大統領ご夫妻は、あと
6 時間もしますと、天皇・皇后両陛下にお会いしな
ければなりません。 
 
こういう時間に記者会見ができたことは、もちろん

日本記者クラブにとって初めての経験でした。おそ

らく今後もこういった異例の会見はないでしょう。 
 
心から大統領に感謝申しあげ、ささやかな記念の品

をお贈りしたいと思います。その品は、日本製の万

年筆です。いうまでもなく、ペンは、フリーダム・

オブ・プレスの象徴であり、グラスノスチのシンボ

ルでもあります。 
 
心からの感謝と期待を込めて、大統領にペンを差し

あげたいと思います。もう一つ、期待を申しあげま

すと、大統領が近い将来またここにいらして、2 本
目のペンを差しあげる機会がありますように。それ

を祈りながら･･･。 
 
通訳 セルゲイ・ブラギンスキー、米原万里 

文責・編集部 
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