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はじめに

　歴史をどう解釈するかは、人間の営みにとって大きな問題である。人間が過去を意識す
るようになり、家族、氏族、社会集団の歴史を記憶／記録するようになるにつれ、自らの
来歴をどのように語り伝えるかが意味を持つようになった。つまり過去の出来事や記憶が、
現在を生きる人間の思考や行動に影響を与え、場合によっては存在を規定するものとなっ
たからである。特に、19世紀ヨーロッパで高まったナショナリズムが世界へ伝播した結果、
各国や各民族は、自分たちの過去を「再発見」し、多くの場合は必要以上に美化され、歴
史が現実政治に利用されることとなった。20 世紀の二つの世界大戦の結果、歴史の相対
化や客観性が主張されるようになったが、冷戦時代のイデオロギー対立はなお多くの問題
を残した。冷戦終結によって初めて、イデオロギーの制約なしに歴史を考察できるように
なった、といえるかもしれない。
　過去の出来事を後世に伝えるのに大きな役割を果たしたのは、もちろん文字であり、そ
れによって書かれた神話、民族叙事詩、歴史書であった。近代に入ってからは、視覚に訴
える媒体として、博物館が登場した。現代史や戦争を展示する博物館が 20 世紀になって
からそれに加わった。現代史を解釈する博物館が、世界各地で大きな政治論争を巻き起こ
してきたことを、我々は見てきた。例えば、記憶に新しいところでは、東京九段下の靖国
神社境内にある遊就館は、特に中国との戦争や太平洋戦争の解釈をめぐって議論を引き起
したし、1995 年にアメリカのスミソニアン博物館で展示予定だった、日本に原子爆弾を
投下したエノラ・ゲイ号の企画は、アメリカの世論の反対の前に大幅な変更を余儀なくさ
れた1。このように、現代史の博物館展示は、それ自体が国際関係に少なからぬ影響を及
ぼしかねない。
　筆者は 2008 年度に科研費を得て、ラトヴィアとエストニアの占領博物館を訪問調査す
る機会をもった。両国にリトアニアを加えたいわゆるバルト諸国は、第二次世界大戦の勃
発により、ソ連邦→ナチス＝ドイツ→ソ連邦と、繰り返し隣接する超大国の支配を受け、
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それは 20 世紀後半のほぼ 50 年間に及んだ。こうした過酷な現代史を経験したラトヴィ
アとエストニアでは、ソ連邦とドイツの占領支配をどのように解釈し、展示しているのか
を探ることが、調査目的の一つであった。
　バルト諸国は 1991 年に完全独立回復を達成し、2004 年には三国そろって EU（欧州
連合）と NATO（北大西洋条約機構）へも正式加盟を果たしている。バルト諸国のヨーロッ
パへの統合が堅固になるにつれて、彼らとロシアとの間では、歴史解釈をめぐる問題が公
然化し、潜在的な緊張関係を生み出している。2005 年 5 月 9 日の対独戦勝 60 周年記念
式典での、ソ連邦によるバルト併合に関する見解相違とその歴史的背景について、筆者は
以前分析したことがある2。第二次世界大戦開戦 70 周年の記念式典が行われた 2009 年 9
月 1 日には、ロシアとバルト諸国やポーランドなどとの間で、さらに歴史解釈をめぐる
対立が激しくなっているように見受けられる3。
　ラトヴィアとエストニアの占領博物館は、その名称が明快に示しているように、ソ連邦
とドイツによる占領支配を告発するために開設された。しかし、両者の展示内容は見事に
好対照をなしている。本文では、その内容を紹介しつつ、歴史解釈の難しさについて、考
察を試みたい。

1． ラトヴィア占領博物館

　ラトヴィアの首都リーガは、ユネスコ（国連教育科学文化機関）の世界文化遺産に
1997 年に登録された、美しい旧市街を持つ。その旧市街の、ダウガヴァ川に面する位置
に、「ラトヴィア占領博物館（The Museum of the Occupation of Latvia, ラトヴィア語
では Latvijas Okupācijas muzejs）」はある4。もともとリーガは、ハンザ同盟の重要な拠
点であり、美しい中世ドイツ風の街並が印象的であるが、占領博物館は写真で見るような
無骨な現代建築である（写真１参照）。周囲と全く調和しないこの建築物は、ロシア革命
でレーニンを助けたラトヴィア人ライフル部隊（ロシア革命史では非常に有名である）を
記念して、ソヴィエト社会主義共和国時代の 1970 年に建てられた。ラトヴィアの独立回
復から 2 年後の 1993 年、パウリス・ラズダ（Paulis Lazda）教授を中心として占領博物
館の設立が企画され、旧ラトヴィア人ライフル部隊博物館を再利用する形で同年夏に開館
した。筆者が訪れたのは 2008 年夏だったため、開館 15 周年の垂れ幕が飾られていたの
が印象に残る。ラズダは 1938 年にラトヴィアで生まれたが、ソ連邦の侵攻を受けて家族
とドイツへ脱出、ドイツ国内の労働キャンプや難民キャンプで年月を過ごし、その後、ア
メリカのウィスコンシン大学オクレール校で長年歴史学教授を務めた人物である5。
　ラズダ教授が初代の占領博物館基金理事長を務めたことが象徴的であるように、設立に
あたって海外のラトヴィア人団体、例えば「自由なラトヴィア人の世界連盟（The World 
Federation of Free Latvians: PBLA）」や、アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナ
ダの各ラトヴィア人協会、ラトヴィア人救済組織「ダウガヴァス・ヴァナギ（Daugavas 
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Vanagi）」が主に支援したことは注目に値する。これらの組織は、ナチスおよびソ連邦の
占領から西側自由世界に脱出した亡命ラトヴィア人団体であり、彼らが歴史の記憶を保存
することに使命と義務を感じていたと言えるだろう。博物館は、1997 年以降はラトヴィ
ア政府からの財政支援も受けている。
　占領博物館の使命は、「1940 年から 1991 年までラトヴィア国家および人民に対して、
全体主義国家の占領が犯した犯罪を確認し、調査し、説明し、記念すること」および「占
領期とその影響について歴史的記憶を保存し、歴史的意識を発展させ、もって自由な諸国
民の家族の中でラトヴィアのよりよい将来を形づくるのを助けること」にある、と宣言さ
れている6。また展示内容が、第一次ソヴィエト占領 1940-1941 年、ナチス＝ドイツ占領
1941-1944/45 年、第二次ソヴィエト占領 1944/45-1991 年と、「三つの占領」として明
確に区分されていることも特徴である7。以上から、この博物館が何を見学者に伝えよう
としているか、どのような政治的意味を持っているかが、明らかになっていると思う。

写真 1．ラトヴィア占領博物館（筆者撮影）

　筆者の訪問に際しては、占領博物館学芸員のオヤールス・ステペンス（Ojārs Stepens）
氏に対応していただいた8。ステペンス氏の案内により、館内をくまなく見学したが、平
日にも拘わらず見学者は非常に多かった。館内展示は、まず入口でソ連国内の強制収容所
のバラックが再現されており、そこを過ぎると膨大な資料が時系列に並んでいる。見学者
は、第二次世界大戦とラトヴィアの現代史を平行して振り返りながら、悲劇の現実を突き
つけられる。写真、パネル、地図、解説文はよく整理されており、外交文書や公文書、命
令書のコピーも多く見ることができる。
　最初の展示は第一次ソヴィエト占領だが、1939 年 8 月の独ソ不可侵条約および付属秘



108

密議定書から始まり、ソ連邦とナチス＝ドイツの権力政治の下、ラトヴィア国家がいかに
翻弄され、独立主権を喪失し、強制的にソヴィエト化されていったかがよく理解できるよ
うになっている。1941 年 6 月 22 日にバルバロッサ作戦が発動され、ナチス＝ドイツは
突如ソ連邦への攻撃を開始し、独ソ戦が開始される。ラトヴィア国内の赤軍は総崩れとな
り、わずか 9 日後の７月 1 日には、リーガはドイツ軍が占領するところとなる。独ソ開
戦のわずか一週間前、6 月 13 日から 14 日にかけて、ラトヴィアでは最初の大規模な国
外追放が実行され、10 歳以下の子供 2,400 人を含む 15,500 人のラトヴィア人がその犠
牲となった9。展示では、大国間の国際関係と並んで、無実の一般市民が一夜にして大量
に逮捕され強制収容所送りになった事実を、多くの証言やスケッチ、形見の品を並べて淡々
と物語っている。
　次のナチス＝ドイツ占領時代では、ドイツ軍をボリシェヴィズムからの「解放者」とし
て歓迎するラトヴィア市民の様子から展示が始まる。バルト諸国の現代史において、ナチ
ス＝ドイツの占領をどう位置づけるかは、難しい課題である。しかしドイツは、独立回復
を期待したラトヴィア人の希望に反し、バルト全域を「オストラント」として植民地化を
目指し、直接統治することとなった。ドイツ統治下で、合計約 70,000 人ものラトヴィア
在住ユダヤ人がホロコーストに遭い「絶滅」させられたことは、占領下とはいえラトヴィ
アにとっても負の歴史である10。
　やがて 1944 年夏にソ連邦の反攻が開始されると、ラトヴィア国内は極度の混乱に陥っ
た。あくまでナチスの側についてボリシェヴィキ復帰を阻止しようとする者、ソヴィエ
トの側についてラトヴィアをファシズムから解放しようとする者、どちらにもつかずにナ
チズムと共産主義の両者に反攻すべく地下ゲリラ活動に身を投じる者に分かれたからであ
る。戦闘は激しかったが、1944 年 10 月にリーガは赤軍に占領され、ドイツが降伏した
1945 年 5 月には全土がソヴィエトの再占領下に置かれることとなった。
　戦争による犠牲者数を確定することは、非常に難しい。厳密な統計資料が残っていない
からである。占領博物館の最新の推計調査によると、1939 年時点でのラトヴィアの人口
は約 200 万人、その中で 1939-1945 年の大戦期間中、ソ連邦への国外追放と強制収容、
ナチスのホロコースト、西側への脱出、戦争での戦死者を合計すると約 61 万人になる。
この結果、大戦による人口損失は実に全国民の 30.5%、つまり 3 人に 1 人の計算になる
という11。占領博物館開設の理由が頷ける数字である。
　大戦が終結し、ソ連邦が再び占領者として戻ってくると、スターリンの下、以前にも増
して過酷な支配体制がラトヴィアにも敷かれた。第二次ソヴィエト占領期である。ラトヴィ
アは、連邦構成共和国として完全にソヴィエト体制に組み込まれ、社会のソヴィエト化と
ロシア化が急速に進められた。一部のラトヴィア人は、ソヴィエト占領に反対するパルチ
ザン「森の同胞（Forest Brethren）」を組織して抵抗活動を続けたが、その活動も次第に
先細っていった。1949 年 3 月には、再び大規模な国外追放が実行に移され、3 月 25 日
から 28 日にかけて、42,133 人がシベリアなどロシア奥地に強制送還された12。展示には、
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パルチザンたちの日用品、日記、収容所先での厳しい生活を物語る遺品などが多く並べら
れ、見る者を引きつける。一つのペンケース、一冊のノート、刺繍織りの一枚のハンカチ
に至るまで、元の所有者とその最後が細かに表示されており、全く平凡な普通のラトヴィ
ア市民が、その家族や人生が、いかに破壊されていったかを語っている。最も多くの見学
者が足を止めていたのが、この展示だった。
　その後は、ソヴィエト共和国時代の復興や市民生活を物語る展示が続き、同時に海外に
亡命したラトヴィア人の組織の活動が充実している。最後に、1991 年 8 月のモスクワで
のクーデタ事件と、ラトヴィアが完全に主権国家として独立回復を果たしたパネルで、展
示は終わる。
　ラトヴィア占領博物館の特徴は、厳密な資料考証に基づく歴史の再現にある、といって
よい。入口にある売店では、占領を扱った多くの書籍が販売されており、その内容は学術
的にも水準の高いものである。ステペンス氏に頼んで特別に見せてもらったが、一般展示
室の裏には小さいながらも独立した文書室、図書室があり、作業が行われていた。教育プ
ログラムとして、教師が生徒を率いての学習活動も積極的に展開しているという。大体年
平均で 10 万人が訪れ、その 3 分の 2 は外国からの見学者だそうである。各国の元首や首
脳が占領博物館を訪問することも多く、2007 年 5 月に日本から天皇・皇后両陛下がラト
ヴィアを公式訪問された際にも、立ち寄られたことが入口ロビーに展示されていた。この
訪問は強い印象を残したようであり、2008 年 1 月 1 日に宮内庁が公表した、天皇陛下が
読まれた歌の 1 首は、特に「ラトビア占領博物館」と題して、「シベリアの凍てつく土地
にとらはれし我が軍

いくさびと

人もかく過ごしけむ」であった13。

写真 2．1991 年 1月事件のバリケード記念碑（筆者撮影）
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　リーガ旧市街には他にも、占領時期を扱う博物館や記念碑などが数多く存在し、その事
実自体が、ラトヴィアの被った 20 世紀の過酷な歴史を物語っている。占領博物館の裏手
方向には、「1991 年のバリケード博物館（1991. gada barikāžu muzejs）」がある。分離
独立運動によりモスクワとの対立が激化していた 1991 年 1 月 20 日、ソ連邦特殊警察部
隊がラトヴィア内務省に突入し、これを阻止しようとして 6 名のラトヴィア人が死亡する
事件が起こったが、それを記念したものである。ソ連邦のよる軍事介入は失敗に終わり、
これがラトヴィアの独立回復運動を大きく前進させた、というのが現在の解釈である。内
部には、実際にソ連軍戦車を阻止したバリケードが保存されている他、ドキュメンタリー
フィルムの放映や当時を偲ぶ展示物を見ることができる。訪問者が多いのか、日本語によ
るカラーのパンフレットまで置かれてあったのには、筆者も驚かされた。同じく旧市街に
あるラトヴィア国会近くには、この事件でバリケードが築かれたのを記念する碑が残され
ている（写真２参照）。また、「ラトヴィア軍事博物館（Latvian War Museum: Latvijas 
Kara muzeis）」にも、第二次大戦やその後のソヴィエト支配に関する展示がなされている。
ここでも、資料的価値の高いカタログが販売されており、展示物も非常に充実していた14。

2． エストニア占領博物館

　筆者が次に訪問調査したのは、エストニアの首都タリンの「エストニア占領博物館
（Museum of Occupations of Estonia: Okupatsioonide muuseum）」である15。タリン
もまたハンザ同盟都市であり、美しいドイツ風旧市街は、リーガと同じく 1997 年にユネ
スコの世界文化遺産に登録された。エストニア占領博物館は旧市街の外れ、日本大使館の
裏手方向に位置している。ガラス張りのモダンな建物は、2001 年に一般公募によって決
まり、2003 年 6 月に開館記念式典が挙行された（写真 3参照）。一般公開は翌 7 月 1 日
から始まり、ラトヴィアに比べるとかなり最近の出来事である。
　まず最初に指摘するべきことは、エストニアとラトヴィアとでは、占領博物館があらゆ
る点で対照的な性質を持っていることである。それはこれから述べるように、建物だけで
なく展示内容、方針にまで及ぶ。エストニア占領博物館設立の中心となったのは、キスト
ラー – リッツォ基金（The Kistler-Ritso Foundation）である。発端は、基金の創設者で
あるオルガ・キストラー – リッツォ博士（Dr. Olga Kistler-Ritso）が 1998 年、エストニ
ア現代史（やはり 1940—1991 年の占領期を指す）を記録する博物館設立の必要を訴え、
準備を始めたことにある。エストニアにおいて博物館建設の経験が乏しいこと、独立回復
後もなかなか必要な資料が集まらなかったことが、率直に博物館の公式ホームページで吐
露されている。
　筆者の訪問にあたって、館長のヘイキ・アホネン（Heiki Ahonen）氏自らがインタヴュー
に応じていただいた16。アホネン氏は、1987 年以降のエストニア独立回復運動で重要な
役割を果たした人物として知られている。彼は、自分が博物館関係の専門家では全くない
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ため、手探りで苦労しながら開館にこぎ着けたということである。また博物館運営に政府
は関与しておらず、民間の基金によって賄われていることも特長だと述べていた。展示の
基本方針は、ある特定の歴史観を押し付けるべきではなく、あくまで見学者に自ら感じ、
考えて欲しいという。筆者は、直前にラトヴィアの占領博物館を訪問したことを話し、エ
ストニア社会における占領博物館の意味を問うたところ、やはり同じ考えを繰り返し強調
された。さらに、この建物の構造そのものが博物館の概念を示しており、決して暗い、後
ろ向きな博物館にはしたくはなかったのだ、と。

写真 3．エストニア占領博物館（筆者撮影）

　ここで、博物館内部を再現してみたい。入口を抜けると、天井の高い広い空間が現れ、
それが博物館の中心である。壁面は全てガラス張りで、周囲を白樺など緑の木々に囲まれ
ており、太陽光が差すと穏やかな明るい雰囲気が醸し出されるように設計されている。向
かって左手には、占領を象徴するものとして、エストニア人が祖国を脱出する時に使用し
た革製トランクがずらりと並び、命をかけてバルト海を渡り、対岸のスウェーデンへと脱
出した時の貧弱な手漕ぎボートが置かれている。向かって右手は、展示パネルによる解説
となっており、その奥にはソヴィエトによる占領時代の日用品、電化製品、ソ連製自動車
などが、オブジェのように雑然と並べられている。トイレは地下にあるが、その薄暗い入
口には３メートルもありそうな巨大なレーニン像やジェルジンスキー像が圧迫感を持って
立ち並び、共産主義を賛美するブレジネフの巨大なポスターが壁にかけられていた。
　このように、エストニア占領博物館の構想は、ラトヴィアのそれと比べて、あらゆる点
において対照的である。アホネン氏の館長室も、中二階の開放的なつくりになっており、
一階の展示室からもガラス越しに眺めることができる。館長室の横は修復室になっており、



112

生存者から寄贈された品々が山のように積まれ、整理と修復を待っていた。それらは、人
形であったり、布切れであったり、変色したノートであったが、アホネン氏はその一つを
手に取り見せてくれ、「他人から見ると単なるガラクタのようだが、寄贈した本人にとっ
ては貴重な歴史の一部であり、こうしたものを大切に収集展示したい」と話してくれた。
さらに、受付入口では、占領時代に関する文献やカタログなどが購入できるものと筆者は
期待していたのだが、何も販売しておらず、博物館のパンフレットさえない、ということ
であった。
　では、エストニア占領博物館は、単なる象徴的モニュメントに過ぎないのだろうか。実
は、博物館の最大の目玉は、一階展示室奥にある、デジタル・アーカイヴのコーナーであ
る。既述の通り、開館が遅かったことと、おそらくは資金不足の問題もあり、豊富な生の
展示資料の収集や整理に多くの力を割けない分、映像資料の充実を最重点に位置づけてい
るように見受けられる。コーナーは 7 つの映像資料が随時放映され、それぞれが約 30 分
前後の構成である。具体的には、

1． 最初の赤い一年　1940-1941 年
2． 戦争とドイツによる数年間　1941-1944 年
3． スターリン時代　1944-1950 年
4． スターリン主義者の時代　1950-1956 年
5． 60 年代　1956-1968 年
6． 停滞の時代　1968-1987 年
7． 解放　1987-1991 年

となっており、スクリーンと椅子が並べられ、多くの見学者が座って鑑賞していた。たま
たま筆者が訪れた時は、ドイツと北欧からの大学生が多く来ていて、皆熱心に画面を見つ
めていた。驚いたのは、それぞれの映像の質の高さであり、数多くの貴重なフィルムを用
いて編集され、エストニア人歴史家や生存者が次々と登場して証言しており、極めて歴史
的価値の高いものだと筆者は感じた。しかも、これらの全映像は占領博物館のホームペー
ジで公開されており、英語、エストニア語、ロシア語の吹き替えで、全世界どこででも閲
覧可能である。エストニアは、政府の閣議をインターネットで行ったり、選挙での電子投
票をいち早く導入するなど、世界有数の IT 国家として有名であるが、博物館の運営姿勢
も同じ考えといえる。
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写真 4．1991 年 8月クーデタ事件のバリケード（筆者撮影）

　最後に、ラトヴィアと同様、占領博物館以外の施設について多少触れたい。写真は、タ
リン旧市街外れ、占領博物館にも近い場所にある、1991 年 8 月のソ連邦共産党保守派に
よるクーデタ事件の際に築かれたバリケードのモニュメントである（写真4参照）。場所は、
共和国議会が入っているトームペア城に通じる入口であり、クーデタ当時はこの写真のよ
うな巨石やコンクリートの塊を運んできてソ連軍の戦車が突破できないよう、封鎖したの
である。巨石が道の傍らに静かに置かれ、説明文は何もなく、ただ日付（1991 年 8 月 20 日）
が刻印されているのみである。周囲の景観に溶け込んでいるため、注意しないと気づかな
い。きれいに整備され、説明文も付されたリーガのバリケード記念碑と比べると、その性
格の違いは一目瞭然であり、ここにも両国の歴史の伝え方に微妙な違いが表現されている
ように思えてならない。
　また、タリン郊外のピリタ地区に、19 世紀に建てられたマーリヤマエ宮殿があり、現
在はエストニア歴史博物館（Eesti Ajaloomuuseum）となっている17。筆者の訪問時には、
1918 年のエストニア共和国独立からちょうど 90 周年にあたり、独立を振り返る特別企
画展が開催されていた。交通の不便な立地とはいえ、観光案内にも掲載されている場所で
はあるが、展示内容は全てエストニア語のみ、公式ウェブサイトもエストニア語でしか読
むことができない。エストニアの歴史に関する文献や案内書も販売しておらず、内向きな
印象は免れない。占領博物館に比べると、歴史考証や説明は充実しているだけに、非エス
トニア人に向けての展示という姿勢が皆無であることは、残念に感じた。タリン市内およ
び近辺には、この他にも多くの占領を記憶する記念碑などが存在し、なかには「銅の兵士」
像のように大きな政治的問題に発展したものもあるが、本論では紙幅の関係で割愛せざる
を得ない18。
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おわりに

　本論では、ラトヴィアとエストニアの占領博物館を例に挙げ、20 世紀現代史を如何に
後世に伝えるか、その展示内容の紹介と比較を行った。両国にリトアニアを加えたバルト
諸国は、独立も、占領も、独立回復も、ほぼ同じ経緯を辿って現在に至っている。しかし、
その展示方法は極めて対照的であり、ここでその違いを繰り返す必要はない。言うまでも
ないことだが、双方に優劣の評価を下す性質のものでも、もちろんない。お互いに対照的
に見える二つの占領博物館は、アホネン氏によると連携と協力体制を維持しているそうで
ある。筆者は今回、研究資金と日程の都合でリトアニアまで足を伸ばせなかったが、首都
ヴィリニュスには占領博物館に相当する施設として、「KGB 博物館」が開館している。三
国の歴史博物館全てを比較することで、さらに多くの側面が明らかになるかもしれない。
　筆者はあくまで外国人であり、悲惨かつ過酷な半世紀もの占領期間を生き延びてきたバ
ルト諸国民の、真の歴史を理解することは不可能であろう。しかし、客観的な第三者の目
から見て、両国の占領博物館とも、スターリン体制やナチズムを激しく糾弾してはいるも
のの、ロシア民族やドイツ民族に対する民族的憎悪を煽るものではないという印象を受け
た。リーガとタリンの違いは、前者があくまで冷静に歴史的事実を突き詰め、微に入り細
にわたり追求する展示姿勢であるのに対して、後者は場を提供し、静かに想像にひたるた
めの展示であるように感じたが、客観的歴史の事実についても豊富な映像資料が効果的に
用いられていた。両施設に共通するのは、次世代を担う若者や子供たちへの歴史教育に力
を入れていることであり、タリンの博物館でも、近隣の小学生たちがよく見学に来るそう
であり、実際に入口の右手前側は階段状の小さなステージと椅子が用意されていて、講演
などが行われるそうである。
　歴史博物館では、特に展示側の意図が強く働きがちであり、これは展示という性格上、
避けられない宿命である。中でも戦争や革命などが絡む現代史の場合、生存者がいること、
政治的性格を帯びやすいことが、大きな問題となる。ラトヴィアとエストニアの占領博物
館は、自国が被った過去をどのように伝え、展示するかという重要な点において、一つの
回答例を示している。

※本研究は、平成 20 年度科学研究費補助金（若手研究（B））課題番号 18730121 の助成
を受けたものである。
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注

1 藤原帰一『戦争を記憶する』（講談社現代新書、2001 年）
2 大中真「バルト諸国の消滅と復活」山内進編『フロンティアのヨーロッパ』（国際書院、2007 年）

所収。
3 例えば、『朝日新聞』2009 年 9 月 2 日付け朝刊をはじめ、NHK のテレビニュース内などでも、

時間を割いて報道された。バルト諸国や特にポーランドは、ナチス＝ドイツとソ連邦とが 1939

年に結んだ独ソ不可侵条約が大戦の引き金になったと非難した。他方でロシアは、当時の国際関
係ではナチスとの条約はやむを得なかった、その後の独ソ戦ではロシア人こそが最大の損害を受
けたのだ、と反論した。

4 Museum of the Occupation of Latvia. <http://www.omf.lv/> (accessed 8th September 2009)
5 University of Wisconsin-Eau Claire, news release, Dec. 12, 2000. <http://www.uwec.edu/newsbureau/

release/past/2000/00-12/121200lazda.html> (accessed 8th September 2009)
6 Latvijas Okupācijas muzejs, 1940-1991: Museum of the Occupation of Latvia, 2nd print (Riga: 2005), p. 

215. （以下、MOL と略）
7 The Three Occupations of Latvia, 1940-1991: Soviet and Nati Take-Overs and Their Consequences, 4th ed. 

(Riga: Occupation Museum Association of Latvia, 2008).
8 Author’ s interview with Ojārs Stepens, at the Museum of the Occupation of Latvia, 5th August 2008.
9 MOL, p. 51.
10 Ibid., p. 65.
11 Ibid., p. 89.
12 Ibid., pp. 104-107.
13  『朝日新聞』2008 年 1 月 1 日。
14  Kuzmins, Valdis, Latvia in World War II (Riga: Latvijas Kara muzeis, 2005).
15 Museum of Occupations of Estonia. <http://www.okupatsioon.ee/algus.html> (accessed 8th September 2009)
16  Author’ s interview with Heiki Ahonen at the Museum of Occupations of Estonia, 7th August, 2008.
17  Eesti Ajaloomuuseum. <http://www.eam.ee/> (accessed 13th September 2009)
18 「銅の兵士」像問題については、大中、前掲論文を参照。筆者はタリンにおける各種博物館の訪

問やインタヴュー、多くの歴史記念物や占領期に殺害された戦前のエストニア人政治家の墓地の
場所特定などで、在エストニア日本大使館の方々に大いにお世話になった。特に、浪江啓子臨時
代理大使の御厚意には、名前を挙げて感謝申し上げたい。

【参考文献】

（資料）
Latvijas Okupācijas muzejs, 1940-1991: Museum of the Occupation of Latvia, 2nd print (Riga: 2005).
The Three Occupations of Latvia, 1940-1991: Soviet and Nati Take-Overs and Their Consequences, 4th ed. (Riga: 

Occupation Museum Association of Latvia, 2008).

（洋書）
Hiden, John, Vahur Made, and David J. Smith, eds., The Baltic Question during the Cold War (Abingdon, 

Oxon: Routledge, 2008).

Kiaupa, Zigmantas, Ain Mäesalu, Ago Pajur, and Gvido Straube, comp., The History of the Baltic Countries, 

3rd ed. (Tallinn: Avita, 2002).

Kuzmins, Valdis, Latvia in World War II (Riga: Latvijas Kara muzeis, 2005).

Laur, Mati, Tõnis Lukas, Ain Mäesalu, Ago Pajur, and Tõnu Tannberg, History of Estonia, 2nd ed. (Tallinn: 

Avita, 2002).



116

（和書）
小森宏美『エストニアの政治と歴史認識』（三元社、2009 年）
志摩園子『物語　バルト三国の歴史』（中公新書、2004 年）
鈴木　徹『バルト三国史』（東海大学出版会、2000 年）
藤原帰一『戦争を記憶する』（講談社現代新書、2001 年）
山内進編『フロンティアのヨーロッパ』（国際書院、2007 年）


