
北緯50度サハリン国境紀行

宗谷海峡を越えて樺太の今を訪ねる

サハリン（樺太）には、かつて40万人

以上の日本人が暮らしていた。

2019.1.28 国境写真家 斉藤マサヨシ

○樺 太（アイヌ語＝ｶﾑｲ・ｶﾗ・ﾌﾟﾄ・ﾔ・ﾓｼﾘ）

○サハリン（満州語＝ｻｶﾞﾘﾝ・ｳﾗ・ｱﾝｶﾞ・ﾊﾀ）
・意味：黒い河の河口にできた山

歴史を知ることは未来を拓く鍵となる



宗谷丘陵肉牛牧場から宗谷海峡を越えてサハリンを望む（海流は西から東へ）



冬の宗谷丘陵からゲストハウスとサハリンを望む



稚内公園からモネロン島（海馬島）を望む





鮭の形をした
島サハリン

• サハリンは北海道と
ほぼ同じ面積8万㎢

• サハリンは南北に
1,040km、稚内の宗
谷岬から43km

• 作家の司馬遼太郎さん
は「サケを吊るしたよう
な形の島」チェーホフは
チョウザメのような形の
島と表現している。

明治の洋画家
高橋由一の代
表作「鮭」



日本人は三つのル
ートで日本列島に
やって来た人たち
がルーツ（篠田謙一著「日本人

になった祖先たち」DNAから解明する NHKﾌﾞ
ｯｸｽ）



5世紀～10世紀の北・北海道に暮らした謎の民族オホーツク人とは
＝日本人のルーツのひとつ＝

オホーツク人
（海洋狩猟民族）

アイヌ

蝦夷（東北地方）



5～11世紀北部北海道に花開いたオホーツク文化

礼文町船泊の長昌寺にある礼文の
ヴィーナス。セイウチの牙で細工

稚内のオホーツク文化オンコロマナイ
遺跡付近の写真（宗谷清浜地区） 9

オンコロマナイ遺
跡で発掘された
宋銭「煕寧重寶」



世界地図に最後まで残された空白地域に
（極東）世界の探検家が競って航海した

日本から見た世界地図

ヨーロッパから見た世界地図



16世紀桃山時代の屏風「世界及び日本の図」



1663年、オランダ人ド・フ
リースによる樺太の地図

1664年、江戸幕府が作
成した正保御国絵図

古地図と歴史研究ＨＰより引用



二丈岩灯台

青空の下、海霧が常に発生

国境の白いカーテン海霧が樺太を
ベールに包んでいた



1787年、フランス人ラ・ペ
ルーズによる樺太の地図 1809年、幕府役人高橋景

保による樺太の地図

古地図と歴史研究ＨＰより引用



１８０８年（文化５年）２９歳の青年間宮林蔵は宗
谷の地に立った。そしてこの地から樺太へ

宗谷岬に立つ間宮林蔵の像



林
蔵
の
樺
太
探
検
行
程

林蔵が大陸渡航の拠点としたノテト岬（北夷分界余話より）

現在のノテト岬（2009年撮影 ロシア地名トイク岬）



間宮林蔵が作成した樺太の地図



宗谷要塞跡から見るクリリオン岬（西能登呂岬） 右上の水平線上に北海道が見える



クリリオン岬（西能登呂岬）の先端に立つモニュメントから宗谷海峡の水平線に利尻島が見える



サハリンの最南端クリリ
オン岬から見る北海道
稚内市の夜景と銀河（
左）と利尻島（下）



コルサコフ市（旧大泊）の高台（旧神楽岡公園）から港を望む（日本時代の桟橋がある）



昭和初期の大泊港（コルサコフ港）を見る（東方向から）
ｻﾊﾘﾝ州立博物館蔵



コルサコフ（大泊）に残る旧拓銀大泊支店の建物と手前は日本時代の赤レンガ倉庫



メレイ（女麗）の海岸

メレイ（女麗）



メレイ（女麗）の海岸に上陸した陸軍第13師団と原口中将



メレイ（女麗）の海岸の高台に残っている旧日本軍上陸記念碑（1905年7月の上陸）と天然ガスプラント



プリゴノドノエの天然ガスプラント



ユジノサハリンスク市（旧豊原）の全景



サハリン州郷土博物館（旧樺太庁博物館）



樺太守備隊司令官舎

豊原町役場の建物

樺太神社宝物殿

豊原公園王子ヶ池 旧陸軍病院



ホルムスク（真岡）九人の乙女が自決した現場旧真岡郵便局跡地を訪ねる

ホルムスク（真岡）の市街地

真岡郵便局跡
真岡神社石段





旧王子製紙真岡工場跡と今も人が住んでいる
旧王子製紙社宅



ホルムスク市（旧真岡）郊外に残る旧樺太鉄道ループ線鉄橋



トマリ（旧泊居）に残されている神社遺跡など



日本時代の樺太の主要産業であった旧王子製紙工場群を訪ねる

旧王子製紙泊居工場跡、1915年（大正4年）樺太工業のパルプ工場として操業開始した。



イリンスキー（久春内）からウグレゴルスク（恵須取）への道路沿いには1941年（昭和16年）に着工し
た樺太鉄道東線（久春内-恵須取間未開通で終戦）の鉄道橋脚が残されている。



王子製紙恵須取工場跡





ウダールヌイ（太平）は樺太でも最高良質な石炭を今も産出している

露天掘りの採炭現場

ウダールヌイの採炭現場近くの丘に残された石地蔵

太平炭鉱病院看護婦が集団自決した現場（武道沢）



1945年8月21日落合駅のホームに立ち引揚げ列車をまっていた渡辺少年（小6）
と坂本少年（小1）、72年後の2017年8月二人は偶然に又同じホームにたった。

ドリンスク（落合）駅のホームにて



旧王子製紙落合工場跡、
一部施設は熱供給に使

われている。



マカロフ（知取）に残る日本

マカロフ市民憩いの場となっている知取神社境内跡

日本時代の養狐場の跡 知取の興北酒造会社の建物

1943年（昭和18年）11月知取第一国民
学校が火災となり、逃げ遅れた23人の

児童が犠牲となった。同窓生による慰
霊碑がマカロフ市の同校あった場所に
建っている。



王子製紙知取工場跡（現在のマカロフ）



ポロナイスク（敷香）のまちに立
つ大鵬の像（大鵬の生家があっ

た場所に立っている）

ポロナイスク
（敷香）

日本時代からあるポロナイ川の渡し船



王子製紙敷香工場跡（1936年日本

人絹パルプ株式会社の最新鋭クラ
フトパルプ工場として設立された）



先住者である北方少数民族の人々

ポロナイスクのサチの海岸
で毎年開催される北方少数
民族祭り。ニブフやウイルタ
などの人々は日本時代オタ
スの杜と呼ばれたこの地域
に半強制移住させられた。

47



生き物たちの楽園チュレニー島（旧海豹島）

チュレニー島

チュレニー島は1周2kmほどの小さな島、ここに数
十万場のオロロン鳥、数万頭のｵｯﾄｾｲ、ﾄﾄﾞ、ｱｻﾞﾗ
ｼが子育てをしている生き物たちの楽園である
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東海岸のチェルペニ岬（旧北知床岬）沖合にあるチュレニー島
オロロン鳥とオットセイ、トドが群れる無人島
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旧国境北緯50度線を訪ねる
ボーダーツーリズム

北緯50度線



北緯50度日露（ソ）国境線
約130kmの境界線は1906年～8年日露両国で天測して確定した



北緯50度日露（ソ）国境線とは

国境石天測点1号
（サハリン州郷土博物館蔵）

国境石天測点4号
（サハリン個人蔵）

国境を示す木標点19か所
中間境界点17か所（国境石を含
め約6km毎に1カ所を設置）



サハリン北緯50度旧国境線の今

北緯50度の道路沿いにあるソ連戦勝の碑

戦勝の碑の右奥にある道を進むと天3号の台座がある



サハリン北緯50度旧国境線の今

北緯50度に残っ

ている国境石天
3号の台座



旧国境石天3号の台座



北緯50度旧国境線付近に残る
旧日本軍のトーチカ



北緯50度旧国境線付近に残る
旧日本軍のトーチカ

弾痕が残る旧日本軍のトーチカ

ロシア人が再現した旧日本軍の塹壕



北緯50度旧国境線付近にある平和モニュメント

日ソ平和友好の碑

樺太・千島戦没者慰霊碑



旅は温故知新

樺太時代の建築物等を

日ロ共同で世界文化遺産に！

ご清聴ありがとうございました

2019年1月28日

斉 藤 マサヨシ
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