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はじめに

研究の視点と方法

本稿は､1940年にNKVD (ソ連内務人民委員部)によってポーランド人将校 ら約 22,000人が殺

害されたカティンの森事件1を研究対象 としている｡カティンの森事件は､第二次世界大戦中に起

こってから70年以上経つが､現代史の影の部分として未だに解決 しておらず､ポーランドとロシ

ア間における対立のひとつの象徴となっている｡本稿は､真実解明に向けて戦後 どのような研究

が行われてきたか､また一方で事件の真相究明とは別に､シンボル化されたこの事件が､政治的

にどのように黙殺､または利用されてきたかを､亡命者による研究､遺族へのインタビュー調査､

国民への世論調査機関のアンケー ト調査報告などを用いて分析するものである｡そして､こうし

た分析を通 じて､現代史の中でカティンの森事件に対する歴史認識がどう変化 したか､また今後

それをどう共有 していくかを考え､そこから事件解決の方向性を模索 していきたい｡

ポーランド･ロシア間の ｢歴史の空白｣となっているカティンの森事件について､国家､国民､

遺族がどのように考え､それをどう表明してきたかを包括的に検証できる第一次資料は皆無に等

しい｡そこで本稿では､次の資料を分析することによって､多面的にこの課題にアプローチ した

い｡まず一つ目の資料として､戦後パ リに亡命 したポーランド人 らによって発行 された雑誌 『ク

ル トウ-ラ』の全号を検討 し､共産主義体制下での西側諸国で事件の真相がどう考えられていた

かを分析する｡『クル トウ-ラ』は､多数ある亡命系雑誌のうち､ソ連の影響を受けない姿勢を強

く示 してお り､唯一定期的に､また大量にポーラン ド国内に持ち込まれた西側の反体制雑誌であ

る｡二点 目は､遺族に対するインタビュー調査であり､それによって時代の変化に伴い翻弄され

る遺族の姿､そ して事件が政治化 していく過程を明らかにしていく｡さらにそこから彼 らが解決

の形として求める方向を明らかにする｡そして三点目は､1990年以降に完全ではないが公開され

たソ連公文書館の機密文書から､歴史事実として明らかになっている内容､未だ機密とされてい

る内容を考察する｡四点目は､新聞や世論調査等などの現代性を帯びた資料から､近年の動向を

1本稿では地名Ka申1の邦訳として原則として ｢カティン｣を使うOしかしながら､邦訳の書名なとで ｢カチン｣
が使われている場合は､この限りではない｡
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整理する｡

序論では､カティンの森事件の研究方法の 2側面を挙げ､事件の事実追究の側面からだけでは

なく､事件が政治化 していく側面に焦点に当てることが本研究のオ リジナ リティであることを明

確にしている｡そして､それ ら2つの側面の関連性を共産主義時代と体制転換後で比較 し､それ

ぞれに関する先行研究を整理する｡

第 1章では､カティンの森事件の概要を説明する｡事件発生以前､すなわち第二次世界大戦に

おけるポーランド､ソ連､ドイツを取 り巻く国際情勢､1990年以降に明らかにされた事実を含め､

事件の詳細を説明している｡

第 2章では､共産主義時代の西側の研究として､戦後パ リに亡命 したポーラン ド人らによって

作 られた雑誌 『クル トウ-ラ』を取 り上げ､事件に関する記事を全てピックアップして紹介する

とともに､『クル トウ-ラ』と事件との関わ りも考察 している｡

第 3章では､事件の遺族に対するインタビュー調査を下に､遺族の目から見た時代の変化を分

析する｡戦後､共産主義時代､体制転換後を通 して､時代に翻弄された遺族の証言から､国際関

係の中で事件が政治的に利用されてきたことを確認 したい｡

第4章では､現代史における評価 と今後の展望について論 じている｡近年の動向を新聞や世論

調査から整理するとともに､ソ連公文書館によって公開された機密文書から､今現在､歴史事実

として何が明らかにな り､何が未だ明らかになっていないかを考察 している｡

第 5章では､第4章までの分析を踏まえて､カティンの森事件の ｢灰色性｣､つまり白黒つかず

なかなか解決に至らない状況を指摘 し､そこから浮かび上がった解決の可能性の選択肢を探る｡

そ して､国家､研究者､国民､遺族のレベルでの歴史認識はどうなされているのかを論 じ､それ

ぞれのレベルから見られる歴史認識の重層性､およびそこから生 じるニュアンスの差異は何を示

すのかを考える｡

全ての章からの分析､議論に基づいて､西側諸国の研究､遺族へのインタビュー調査､近年の

動向など多面的な方向から考察することで､事件の事実追究の側面だけではなく､事件が政治化

していく過程を明らかにする｡そして､事件の政治化が国家､国民､遺族など様々な立場による

歴史認識において､どのような影響を及ぼすのかをも考える｡将来に向けて ｢過去の克服｣問題
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に取り組み､ポーランド･ロシア関係を改善するためには､歴史の負の部分を無視するべきでは

なく､それがカティンの森事件の教訓であり､歴史認識の共有に際しての重要なェレメントのう

ちの一つであることを確認 したい｡
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序論

1.カティンの森事件の二面性

カティンの森事件の研究は､これまで主に事実追究の側面が大部分を占めてきた｡この歴史的

事件へのアプローチ方法は様々であるが､本研究では､事実追究を一つ 目の視点とし､二つ目と

して ｢政治の道具｣としての側面に焦点を当てる｡一つ目の事実追究に関しては､これまで､主

にポーランド人､ロシア人など､多くの研究者が事件の真相究明に向かい､殺害された者のプロ

フィールや殺害場所を細かく特定するところまで調査が進められてきた｡ しかし､ロシア側の公

文書館の資料が全て公開されているわけではなく､全真相解明までには至っていない｡

二つ目の ｢政治の道具｣の側面からの研究は､事件を取 り巻く国内外情勢により国家､国民そ

して遺族が翻弄された過程を見出すことである｡真相究明の研究とは別に､この事件をポーラン

ド､ロシア人の記憶の中にどのように定着させるかを巡って､様々な立場の人が様々な方法で労

力を費や してきた｡共産主義時代下では､事件は隠蔽 され､人々がその事実を記憶の奥底に沈め

るように圧力が加えられた｡ しかし､1989年の体制転換によってポーランドに非共産党政権が樹

立されると､反 ソ (反ロシア)政権は､今度はポーランドのナショナ リズムを高揚させる象徴 と

してこの事件の真相究明を声高に叫ぶようになった｡同時に､この事件の真相究明がポーラン ド

とロシアとの政治的駆け引きの材料として扱われるようになり､事件が 50年経った後にもまた政

治化 していった｡そ うしたプロセスの中で､犠牲者の遺族たちは､沈黙を強要されたり､表舞台

に引きず り出されたり､翻弄され続けた｡

換言すれば､一つ 目として挙げた事実追究に関する研究は事件の詳細を明らかにすることであ

り､二つ 目は事件の真実とは別に､その事件が共産主義､体制転換での体制下でどのように政治

的に利用または黙殺されてきたかを明らかにし､将来に向けて解決の道筋を模索することである｡

今現在まではどちらかというと一つ 目の研究の方が主流であり､ポーランド国内だけではなく国

外でも多数の文献が出されている｡二つ目の研究はそれほど多くなされていないことから､本研
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究は二つ 目の方を中心に進めてきた｡カティンの森事件をめぐるポーランド･ロシア間における

政治的問題の新たな展開､現代史から見る人々の歴史認識､事件の持つ特殊性､ポーランドとい

う枠組みの中での歴史認識の ｢重層性｣などから､事件をめぐる論争の構図を整理 していきたい｡

そ して､文献資料だけではなく､インタビュー調査から得た遺族の生の声や､最新の動向を伝え

る報道など､多方面にわたる資料から実証､分析により､事件のありうる解決の方向性も考えた

い｡

①共産主義時代

事実追究､そ して ｢政治の道具｣の側面は､共産主義時代では反対のベク トルを向いていた｡

共産党当局は､事件を公言することを禁 じるなど徹底的に取 り締まり､事実究明に乗 り出そうと

する者に対 しては圧力をかけた｡

政治的な側面では､事件が表舞台に出ないよう事実は黙殺されてきた｡これは後に ｢歴史の白

鍾 (Bla壬ePlamy)｣の中の項 目に含まれる｡｢歴史の白斑｣とは､共産主義時代で普及が禁止､隠

蔽 されたポーランドの歴史や文化に関わる事柄を示 し､1980年代半ばに広まった｡ポーランドで

は第二次世界大戦で受けた被害から､ナチズムとスター リニズムはほとんど同じように批判され

ているが､｢歴史の白斑｣はスター リン(JosephStalln)時代の事実の隠蔽を指すことがほとんどであ

る｡例えば､カティンの森事件､独ソ不可侵条約秘密議定書に基づく 1939年 9月 17日のソ連の

ポーラン ド侵攻､およびバル ト諸国とポーランド東部をソ連に､西部を ドイツに併合する取 り決

め､1940年から 1941年にかけてのポーランド人の東部移送など､当時資料がないため調査不可

能とされていた事柄である｡ しかし､これ らはすでに国外および検閲の範囲に及ばないところで

研究者によって調査が委ねられていたのは明らかである｡

こうしたことから､事実追究､そ して ｢政治の道具｣の側面は､共産主義時代ではカティンの

森事件の事実を隠蔽 し､事件 自体を社会から消 し去ったことから､事実に対 して反対のベク トル

を向いていることが分かる｡
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②体制転換後

一方､体制転換により民主化への道を進み出したことから､言論の自由が認められるなど政治､

社会的状況が変化 したことで､事件はポーランドのナショナ リズムの象徴となり､事実究明が叫

ばれるようになる｡ロシア側も体制転換の波に逆らえず､事件をスター リンの犯罪と強調 した う

えで､公文書館の資料が徐々に公開 し始めた｡さらに､ポーラン ド･ロシア間外交における政治

的駆け引きの中でカティンの森事件の事実究明が重要なカー ドとして使われるようになる｡この

ように､事実追究､そして ｢政治の道具｣の側面は､事件の事実に対 して共産主義時代は反対の

ベク トルを向いていたのに対 し､体制転換後は双方の面の事件解決からその求める先は必ず しも

一致 しないが､それでも事実追究に対 しては同 じ方向を向いている｡

2.先行研究

①事実追究の側面

カティンの森事件の事実追究における先行研究として 1943年から現代にかけて出版 されてい

る主要な文献をいくつか紹介する｡以下の文献は､『カティンの森事件に関する参考文献一覧 1943

年から1993年に出された文献』(Ha rz,[1993])に基づいている｡それ らの文献を､(1)外国語 (ポ

ーランド語以外)で出版された文献､(2)亡命先で出版された文献､(3)地下出版､(4)ポーランド国

内での正式出版の項 目に分けて､それぞれごとに主要文献をサーベイする｡さらに､近年出版 さ

れや主な文献も挙げたい｡

(1)外国語 (ポーランド語を除く)で出版された文献では､1943年に ドイツで出版された 『カ

ティンにおける大量虐殺に関する公式資料』(Materlal,[1943])がカティンの森事件に関する最初

の資料である｡ しか しながら､これは事件発覚後すぐドイツがプロパガンダを目的として出版 し

たものなので､学術的な文献とは言えない｡英語での文献で最もよく知 られているのは､1962年

にロンドンで出版されたヤヌシュ ･ザボ ドニー(JanuszKZawodny)著の 『カティンの森の夜 と霧

第二次大戦をめぐる大虐殺事件の真相記録』(zawodny,[1962])である｡著者は第二次世界大戦中､

国内軍の一員としてワルシャワ蜂起にも参加 し､現在はアメリカに住み､政治学､国際関係学を

専門として教鞭を執っている｡この文献で著者は､当時のポーランド人将校たちの取 り巻く背景､
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虐殺の要因､そ して事件発覚後の調査等を記すことで､彼 らの運命をたどっている｡さらに､著

者はカティンの森事件の目撃者､関わった人たちへのインタビューも試みている｡無論､ソ連側

の資料にはあたれず､西側の調査から得 られた情報によるものであることは言 うまでもない｡1970

年代には､イギリス人作家のルイス ･フイソツギボン(LoulSFltZGlbbon)のカティンの森事件を題

材に扱った文献が何冊か出版されている (FltZGlbbon,[1971],[1975],[1977a],[1977b])｡そ して､

1991年にニューヨークで出版されたアレン ･バ ウル(AllenPaul)著 『カティン 知 られていないス

ター リンによるポーランド人の虐殺』Paul,[1991])では､犠牲者の家族 3組が戦争勃発から戦中ど

のように生きてきたかを描写 している｡主にそれ らの家族の日々の生宿 (主に戦時中)を歴史的

事項に沿わせながら本文での話が進められている｡2006年にはポーラン ド語版が出版されたPaul,

[2006])｡

(2)亡命先で出版された文献では､ポーランド人の亡命先つまり西側諸国であり､多くはイギリ

ス､アメリカ､フランスで出版された文献がある｡まず､1948年にロン ドンで出された 『カティ

かれた文献の中で一番古く､そして当時の事件に関わる資料や記録を集めたものとして貴重な文

献であることで知 られている｡そ して､1949年に､アダム ･モシンスキ(Adam Moszyhskl)による

オスタシュコフの捕虜たち』(Moszyhskl,[1949])がロンドンで出版 されている｡この文献は主に､

3つの収容所で捕虜であったポーランド人たちの名前､生年月日､職業等が記されている｡コジ

ェルスク収容所は約 5,200人､オスタシュコフ収容所は約 1,300人､スタロビエルスク収容所は約

3,000人の名前が記載されている｡他には､1974年出版でプロニスワフ ･ムイナルスキPronlS壬aw

Mb,narskl)による彼自身の回顧録である 『ソ連の捕虜にて』(Mb,narskl,[1974])や､1982年にブリュ

ッセルで出版のアレクサンドラ ･クフイア トフスカニヴィア トウ(AleksandraKwlatOWSka-Vlatteau)

による 『1940-1943 カティン』(KwlatOWSka-Vlatteau,[1982])がある｡本項 目ではいくつかの文献

しか紹介 していないが､他にも数多くのカティンの森事件に関する文献が出版されてお り､この

ことは西側諸国で多くの人々がカティンの森事件に関心を示 していたことを表 していると同時に､

ポーラン ド国内と違い､事件について自由に口にすることができたとい うことを明らかにしてい
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る｡

(3)地下出版もカティンの森事件研究では重要な役割を果たしている｡当時､ポーランド国内で

は検閲が常にあり､特に 1980年代には地下出版の形が取られた｡反政府に対する取締 りが厳 しい

中で､特にカティンの森事件に関しては当時タブーであったため､歴史家､作家等の人々が違法

な方法で出版 し続けた｡1980年には､カティンの虐殺 40周年として､イエジ ･ウオイェク(Jerzy

Lo｣ek)による 『カティン事件』(Lo｣ ek,[1980])､ユゼフ ･チャブスキ (J6ZefCzapskl)による 『非人

間的な地で』(Czapskl,[1984],[1985],[1986])が出版されている｡

(4)国内での正式出版物をいくつか挙げた｡検閲を突破 して正式に出版されていることもあり､

ソ連に都合の良いように解釈された文献もある｡1945年には､クラクフの情報宣伝局によって『カ

ティンの真実』が出版 された(wo｣ew6dzklUrz卑dInformac｣11PropagandywKrakowle,[1945])｡この

文献では､カティンの森事件は 1941年秋に ドイツが行った犯行だと記載されている｡1952年に

は､ボレスワフ ･ヴィチッキ(Boles壬awW6JCICkl)の 『カティンの真実』が出てお り､これも同様に

犯行は ドイツによるものだと書かれている (W6JCICkl,[1952])｡

以上の文献は前述のとお り､事件の事実追究に焦点を当てて書かれている｡これ らほとんどは

共産主義時代に出版 されたものであるが､当時ソ連側からの資料は一切公開されておらず､事件

証拠の確証がないにもかかわらず､現在明らかにされている事実と異なる部分がほとんどないと

い うことを明記 しておきたい｡当時､数少ない資料や関係者の証言等からここまでの事実解明に

辿 りついたのであろう｡現在では､ロシアから事件に関する文書が全てではないが公開されてい

る｡これによって､それまでは加害者側の資料が一切ないまま研究をされていたのが､ソ連崩壊

からポーランドに新 しい文書が公開されたことで研究方法は変わったのは確かである｡最も決定

的なのは､1940年 3月 5日付のポーランド人将校の運命を決定付けるべ リヤ書簡である｡この書

簡では､スター リン､モロ トフ(VyacheslavMlkhallovIChMolotov)､べ リヤ(LavrentlJPavlovIChBerlJa)､

カガノーヴィチ(LazarMoISeyeVIChKaganovICh)､ヴォロシーロフ(KllmentYefremovIChVoroshllov)､

カ リ一二ン(MlkhallIvanovIChKallnln)､ミコヤン(AnastasIvanovIChMlkoyan)がNKVDに対 し､ポー

ランド人戦争捕虜を裁判なしに処理するよう､つま り ｢最高刑､銃殺｣を命 じている｡現在のカ

ティンの森事件研究では､共産主義時代での西側諸国の分析とソ連が公開した資料を照 らし合わ

-ll-



せ間違いが無いことを再度確認 し､そして事件の経緯を文書からある程度正確に実証できるよう

になったと言える｡

(5)現在の文献もいくつか紹介する｡現在のカティンの森事件研究は､1990年以降の事件に関す

る機密文書が公開され新たな事実が浮かび上がっているものの､やはり基盤 となるのは上記で挙

げたような文献である｡共産主義時代での調査はソ連側の資料がない中でのものであり､言わば

確実な証拠はなかった｡よって､現在の文献は 1990年以降のロシア (ソ連)の公開資料から､こ

れまでの西側諸国の調査を実証 し､その具体性を追究するものあることを付け加えておきたい｡

2010年に国民記憶院 (IPN InstytutPam1号CNarodoweJ)が 『真実と嘘によるカティンの森事件』

(InstytutPam1号C1NarodoweJ,[2010])を出版 している｡10本の論文が掲載されてお り､前半は共産

党当局による抑圧に関する考察､真相解明に向けてのイギリス-亡命 したポーラン人の活動､1951

-52年のアメリカ議会の議論などを記述 した論文である｡後半は､国際法上での事件の位置付け

に関する考察､欧州人権裁判所への提訴の状況､体制転換後における公式､非公式な場での教育

など､比較的現代性を帯びたテーマを扱ったものである｡

アンジェイ ･ブシェヴォジニク (AndrzeJPrzewo血1k)は闘争殉教地保護評議会 (RadaOchrony

pam1号CIWalk1M冒CZehstwa) 事務局長を 1992年から2010年まで務めた｡カティンの森事件はブ

シェヴォジニクにとって非常に多くの時間をかけて調査 してお り､主に､2000年のカティン､ミ

エ ドノイエ､ハルキフの墓地建設においてロシアとの交渉等に携わっていた｡それまでブシェヴ

オジニクが従事 した調査をまとめたものが､『カティンの森事件 真実と記憶』(przewo血1k,[2010])

である｡現在の調査だけではなく､事件発生から共産主義時代､体制転換､現在へと時系列で記

述 されてお り､非常に精密にまとめられている｡ブシェヴォジニクはカティン70年追悼式典の主

催責任者であったが､2010年 4月 10日のポーランド大統領機墜落事故によって命を落としてい

る｡

アンジェイ ･クシシュ トフ ･クネル トは (AndrzeJKrzysztofKunert)はブシェヴォジニクの後任

で 2010年 4月から闘争殉教地保護評議会の事務局長を務めている｡クネル トもブシェヴォジニク

同様に歴史家である｡『カティン 免れた真実』(Kunert,[2010])には､1921年 3月 18日のポーラ

ン ドとソ連とウクライナとの国境を定めた リガ条約から､ ドイツ側のカティンの森事件の公表に
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よりポーラン ドとソ連 との関係がこじれ､国交断絶にまで至った 1943年 4月 25日まで､日付ご

とに出来事が記述されている｡その中には､収容所での捕虜の状況も書かれてお り､1990年以降

に公開されたソ連公文書館の資料を駆使 した文献であることが分かる｡

ロシアの公文書館が持つカティンの森事件の関係資料は 183冊であり､現時点 (2011年 4月現

荏)では､うち 137冊がポーラン ド側に渡されている｡残 り46冊のうち､10冊は公務上の使用

によるもので､36冊は機密扱いとなっている｡それ らのポーランドに渡された文書は､1990年代

にポーランド人専門家に公開されたものばかりで､新 しい内容を含む文書は現在のところ見つか

っていない｡今後､順調に文書公開が進めば､将校殺害の詳細の特定､名誉回復などに今後の綿

密な事実追究につながっていくであろう｡

② ｢政治の道具｣としての側面

｢歴史の白斑｣に関しては､地下出版からはじまり､歴史に対する政治的な圧力に関する研究

は現代でも多々あり､一般的な議論がなされてきた｡以下､先行研究として ｢歴史の白斑｣､およ

び当時の言論統制下での地下出版やメディアの状況に関する文献をサーベイした｡

『｢歴史の白斑｣百科事典』(polskleWydawnlCtWOEncyklopedyczne-POLWEN,[2000])は､ア

ルファベ ット順に事柄が並んだ百科事典であり､全 20巻で成 り立っている｡その事柄とは､歴史

(教会の歴史も含む)､社会科学､哲学､文化､思想､文学などの主に人文科学の分野に関するも

のである｡これまで影響力を持つ社会構造を通 して､無条件に社会から締め出され表に出なかっ

たイデオロギーなどを暴いている｡そして､それだけではなく､文書化 し記録としてポーラン ド

史に残 し､国の文化の豊かさを伝え､歴史の隠蔽や沈黙を排除することで､ポーランドの人間､

社会､歴史､事実､人間の口述､道徳､歴史､アイデンティティの証明として示すための機会を

与えることを本書の目的としている｡カティンの森事件の項 目は第 9巻にあり､20ページに及ぶ

記述が見られる (PolskleWydawnlCtWOEncyklopedyczne-POLWEN,[2002])｡

『歴史の白斑､汚点 ポーランド･ロシア間問題 (1918年-2008年)』(redRotfeld,Torkunow,[2011])

は､｢ポーランドとロシア間の歴史の見直 し団体｣によって出版された｡この団体は､2002年 1

月にプーチン大統領 (vladlmlrVladlmlrOVIChPutln)がポーランドを訪問した際に設立され､ポー
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ランド･ロシア間の歴史の見直 しを共同で行 うことを目的としている｡

本書はメンバーであるポーランド人とロシア人によって書かれている｡内容は 20世紀史､とり

わけ両国において議論の的となっている ｢歴史の白斑｣と言われる歴史事項､例えばカティンの

森事件や 1920年ポーランド･ソ連戦争､第二次世界大戦の勃発要因､戦後の秩序形成などを両国

の研究者が検証 し､未来へ向けて事実を明らかにするとともに､両国民の歴史の相互理解を目指

すことを目的としている｡

具体的な内容として､第一部は､｢始まり 1917年から1921年におけるポーラン ド･ソ連関係｣､

｢1920､30年代 1920､30年代におけるポーランドとソ連の転機｣､第二次世界大戦の勃発 第

二次世界大戦の勃発要因､ポーランド､ソ連､そ して不況｣､｢ソ連とドイツ間のポーランド (1939

年から1941年) 赤軍の侵攻および第 4次分割｣､｢カティンの森事件 真相解明への過程､犠牲

者の追悼｣､｢戦争 (1941年から1945年) 政治とその結果｣であり､時代設定は戦前､戦中であ

る｡第二部は､戦後であり､｢戦後 10年間 (1945年から1955年) 勝利と解放｣､｢雪解け 1956

年 ソ連共産党 20回大会､10月の春､自立への奮闘｣､｢自由への道 文化領域から自由への道を

目指 して｣､｢戒厳令､ソ連の主導 モスクワとポーランド危機 1980年から1981年｣､｢自由の奪

還､独立 ポーラン ドとロシアの体制転換 相違点と共通点｣､｢援助か利用 ポーラン ドとソ連

の経済関係｣｡第三部は 1989年以降であり､｢ロシアと独立国ポーランド 1990年以降の政治関

係｣､｢進展 と変化 ポーラン ド人とロシア人の相互認識｣､｢記録の受け継ぎ 公文書の公開｣､｢現

在のポーランドとロシア修史 ポ ･ソ関係史における現時点での研究｣である｡これ ら一つ一つ

の項 目に対 して､それぞれポーランド人とロシア人の両方から記述されている｡

本書の特徴はポーランド人とロシア人が共同で関係史を､とりわけ 1989年以降の現代のポーラ

ン ド人とロシア人の相互理解を検証 している点であり､これまでそのような文献がほとんどなか

ったので大変興味深い｡両国の研究者が ｢歴史の空白｣を直視 し､歴史認識の共有へ乗 り出だそ

うとしているのが伺える｡

『紙面での革命 1976年から 1989年-1990年のポーラン ドにおける地下出版』 (B壬azeJOWSka,

[2010])が国民記憶院から出版 されている｡共産主義時代での地下出版は人民民主主義国だけでは

なく､全世界でも大きな出来事であると認識されていた｡著者は､国民記憶院において収集 した
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文書や資料を下に､地下出版は出版社会において革命的な役割を果たしたという点に注 目してい

る｡

同じく､国民記憶院から『記者の力､記者へのカ ジャーナ リズム業界に対する抑圧手段』(red

wolsza,LlgarSkl,[2010])がある｡新聞記者の間での一般的な意見では､戦後のポーランドの新 し

い体制作 りに注 目していた｡記者たちはプロパガンダそして隠蔽や担造を体現化 していた｡共産

主義時代での政治的転換の時期に闘争的な運動において､そのような記者たちの意見が増大 した｡

本書では､職業的グループに対する公安機関の動向のメカニズムや社会の分極化を描きながら､

ジャーナ リス トとしての姿勢で書かれている｡18人の著者によって､それぞれの刊行物における

公安機関との関わりを表 している｡

『制度の中の紙面 pRL (PolskaRzeczpospolltaLudowa ポーラン ド人民共和国)時代における

地下出版紙』(MarclnkleWICZ,LlgarSkl,[2010])について､地下出版物､すなわち共産党当局の承認

は得ず出版されてお り､言わば反体制を表す最も重要な武器であった｡様々なテーマを扱い､ポ

ーランド社会の言論の自由のために勇敢と決然を示す場でもあった｡本書は､共産主義体制下の

社会で言論 ･表現の自由に規制がかかる中､地下出版物が力を増大させ情報発信の重要な役割を

果たしていたことを明らかにしている｡地下出版を通 して力を増 していく戦後の地下出版物､若

者による出版物､農民に対するパンフレット､反体制運動で亡命 した人々のための情報誌､公安

機関による宣伝物などは､豊富なテーマを扱っている｡本書では､そのような重要な役 目を果た

した地下出版物を紹介するだけではなく､当時の政治や社会にとって都合の悪い事実を公安当局

によって担造 ･隠蔽 されていたことを明らかにしている｡

『pRL 時代の政治 とメデ ィアのシステムにお けるテ レビ放送 政治 と視聴の狭間で』

(pokoma-IgnatowICZ,[2003])は､共産主義時代では､テ レビ放送はポーランド人にとっての一番

の娯楽であり､国内や世界情勢を知る手段でもあった｡TVPテ レビ局は､当時の政治システムに

よって共産党指導部の意図で機能 していたとともに､国民の社会意識をコン トロールする役割も

あった｡TVPテレビ局は､視聴者と共産党当局を満足させようとしたが､視聴者の期待 と政治的

決定との狭間で､両側から批判にさらされる｡ポーランドのテレビ放送は､共産主義体制をサポ

ー トするための役割を果たすべきツールであったが､実際にはそれ らの批判により危機を招 く要
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因となった｡そのため､テレビ局は公共の放送を独 自でコン トロールすることで､共産党当局に

よる放送の独占を破ろうとした｡ しかしながら､結局は政治の力に打ち勝つことはできず､テ レ

ビ局の試みと政治が絡む現実とはかけ離れたものになったことを本書は明らかにしている｡

『1944年から1970年のポーラン ドにおける検閲と歴史研究』(Romek,[2010])は､出版社や論

文の編集､ポーラン ド科学アカデミーの権力での学術研究における検閲メカニズムを共産党当局

を通 して明らかにしている｡マルクス主義の思想は､言論の自由を規制する一つの重要なェレメ

ン トとされている｡著者は､歴史に関する研究論文にも検閲が入 り､歴史家は自由に執筆するこ

とができなかったという問題があったことを明記 している｡内容 として､第一章は 1944年から

1945年にかけての民主的検閲機関の試み､検閲方法､国外との接触の制限､第二章は､検閲の道

具としてのマルクス主義､第三章では､検閲された歴史として､戦間期の第二共和国の評価､国

内軍とワルシャワ蜂起に関する検閲､共産主義時代における歴史研究の試み､クリスティーナ ･

ケルステン を事例に､で本書は構成されている｡

『研究者の権力､研究者に対する権力』(pracazblOrOWaInstytutPam1号C1NarodoweJ,[2010])では､

タブーを扱 う研究者に対する公安当局の抑圧が共産主義体制下で機能 していたことをテーマとし

ている｡ポーランドで共産主義に関心を示す研究者は､その勢力に対 して攻撃をしかける目的を

主として持っていた｡共産党勢力は､研究者の研究活動の方法や形成の方向性に圧力をかけ､そ

して､時として彼 らのキャリアを潰 したり､国外の研究者 との接触を制限したりなど､研究者も

抑圧の対象となったことを本書では明らかにしている｡

このように､カティンの森事件の事実追究だけではなく､共産主義時代の抑圧､歴史の歪曲､

言論統制に関して､戦後の歴史認識の形成の過程を表す先行研究は以上の通 りである｡ しかしな

がら､共産党当局の抑圧は周知の事実であったにもかかわらず､それ らは問題として顕在化され

ず､共産主義時代ではそのような研究はほとんどなされていない｡すなわち､体制転換以降にな

って初めて本格的に始められた研究ばかりである｡そのうち､カティンの森事件はそれ らの文献

に一つの事例 として触れ られてはいるが､歴史の歪曲や言論統制､｢政治の道具｣としての事件を

コンテクス トに用いた研究を文献では確認 しづらい｡そこでそれを確認するために､本研究の課

題 として､遺族へのインタビュー調査､すなわちオーラル ヒス トリーの手法が有効だと考えた｡
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これは歴史家の間だけの議論だけではなく､遺族というポーラン ド国民からの声を直に聞くこと

で､彼 らが各時代で何を見てきたのか､そ して何を望んでいるのか､それがポーランド･ロシア

関係構築のためにどう活かされるべきかを考察 している｡遺族 レベルだけではなく､ポーラン ド

国民レベルから､さらにロシア人から見た事件をも世論調査から分析 していく｡未だかつてこの

ような方法で研究がなされていないことから､本研究のオ リジナ リティーとも言える｡そこから､

事実追究とは別に､｢政治の道具｣として扱われるカティンの森事件のもう一つの側面を考察 した

い｡

3.現在の動向､解決法の模索から歴史認識

さらに､現在の動向を整理 し､現代史の中でのカティンの森事件の位置付けを明らかにし､解

決法の可能性を探 りたい｡そ して､戦後のカティンの森事件をめぐる国民感情の変化､国家間関

係上の論議を分析する中で､隣国との発展的な外交関係を形成するためには､現代史の負の遺産

をどのように解決 していくべきかという問題にも取 り組みたい｡事件は現代史の影の部分であり､

単に白黒の決着をつけられればいいというだけの問題ではない｡政治と国民の感情が複雑に入 り

混 じり､どの方向が本当の解決につながるのかを慎重に考えなければならない｡

カティンの森事件の真実を巡っては時代の流れに翻弄された歴史があらわにな り､国家や国民

などのいろいろなレベルでの解決法が模索されている｡なぜ 70年も経つにもかかわらず､解決へ

の道筋が確立されないのか､要するになぜ事件が ｢灰色性｣を持つのかを､ポーランド･ロシア

の双方の ｢正義｣､そして西側諸国とソ連 (ロシア)との政治的な関わ り､そして戦後史の評価の

見直 しという観点から考察する｡解決法を考える前に､なぜ ｢灰色性｣を保つ状況に陥ってしま

ったのかを考える必要がある｡

そして､事件の遺族に対するインタビュー調査や､ポーランド国内で行われた世論調査によっ

て､事件の真相解明が国民感情の中で最も求められていることを明らかにしていきたい｡加えて､

実際に真実がどこまで明らかになっているのかを考察する｡1990年以降にロシア (ソ連)はポー

ランドに対 し事件の機密資料を全てではないが公開 している｡これまでは､関係者へのインタビ

ューや､証言など西側諸国の調査から事件の概要は漠然と認識はされていた｡このソ連公文書館
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で発見された資料から､それまでの西側諸国の見解が確実なものであると実証された｡とは言っ

ても､資料全てが公開されたわけではなく､今現在も機密扱いになっている資料もある｡そこで､

現在まで進んでいる調査つま り公開資料をも紹介 し､何が明らかになっていないのかを考察する

ことで､その内容の確定から最終的な議論の方向性を論 じたい｡明らかにされていない資料の公

開は､事件解決の鍵になるのは無論のこと､それによってポーランド国民が一旦は納得 し､ポー

ランド･ロシア関係改善への前進につながるかもしれない｡

これ らを踏まえて､両国の歴史認識の共有とい う観点から､相互の利害関係を十分に考慮 しつ

つ､現代史の負の遺産 とどう向き合っていくのかを､事件の事実をめぐる争点を軸に論 じていく｡

国家間関係において､互いの立場がぶつか り合 う中で､歴史責任の問い直 しをどういう方法でい

かなる関係性の中で行えるかということが課題である｡そ うした今後の国家間関係を見直す うえ

で､歴史の負の部分から目を逸 らすべきではないことが､カティンの森事件から得た教訓である｡

そ して､事件の事実をロシア ･ポーランドの双方での究明することは ｢正義｣への第一歩につな

がることも強調 しておきたい｡
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第 1章 カティンの森事件の概要

第二次世界大戦でポーランド国民は多大な犠牲を強いられた｡犠牲者の数は 600万人を超えて

いる｡重軽傷者を含むと､ 2,000万人以上の人々が戦争の被害を受けたと言われ､当時のポーラン

ド全人口3,000万人余 りの中で､5人に 1人が死亡 し､3人に2人が被害を受けたことになる｡こ

の中には 270万人のユダヤ系ポーラン ド人が含まれている｡戦前のユダヤ人人口は 330万人であ

った｡つまり死を免れたユダヤ人はわずかに60万人になる｡ユダヤ系ポーラン ド人を含めて､ポ

ーランド国民はまさに絶滅の淵に立たされていたのである｡

これまで第二次世界大戦の中で､カティンの森事件は世界でそれほど周知されていなかった｡

1940年の事件発生から､ソ連が犯行を認めるまで約半世紀以上かかった異例の事件である｡この

事件で22,000人余 りのポーランド国民である将校たちが犠牲者となった｡ しかも､事件の真相は

西側諸国の調査を通 して分かっているにもかかわらず､ソ連によって長年担造された事実が結論

付けられてお り､ポーランドや ドイツはそれぞれの立場上､事件の全事実に目をつぶらざるをえ

なかった｡ しかし､1989年の体制転換から 1991年のソ連崩壊とい う時代の変化に伴い､徐々に

事実が明るみに出るようになった｡

カティンの森事件は､共産主義時代の中で長くタブーとされてきた｡1991年のソ連崩壊後､機

密とされてきた文書から真相が徐々に明らかになっている｡ポーランドとロシア間の ｢歴史の空

白｣となっているこの事件はどのようなものであったのか､そして事件に関わった関係諸国の動

向や当時の国際情勢について順を追って説明していきたい｡

1.カティンの森事件とは

1939年 9月 1日､ナチス率いるドイツ軍がポーラン ドに侵攻 したことで､第二次世界大戦が勃

発 した｡9月 3日にはイギリスとフランスが ドイツに対 し宣戦布告をしている｡そして､8月 23

日に ドイツとソ連が手を結んだ独 ソ不可侵条約にしたがって､9月 17日にはソ連軍がポーランド
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東部から侵攻した.独ソ不可侵条約にはポーランドを東西に二分割し､両国でそれぞれを支配下

に置くことを約束した秘密議定書が含まれており､ポーランドは両国に分割占領されることにな

った.9月27日にはワルシャワは降伏し､28日には独ソによる新しい友好国境条約が結ばれポー

ランド分割が完了する.

国 1-1 1939年の独ソ不可侵条約による領土分割

出所 伊東, [1988],p159

ソ連軍はポーランド東部を制圧するとすぐにソ連占領下のポーランド軍を解体 し､その将校ら

を捕虜として拘束した｡その後､ポーランド軍将校たちは 1940年の夏までにスモレンスク周辺の

3つの収容所に収容されたが､近郊のカティンの森やその他の地域で射殺されそのままの姿で埋

められていた.ナチスはこの大量処刑の情報を入手 し､当時まだ ドイツの占領下にあったカティ

ンの森の遺体埋葬現場を発掘 したところ､約 4,000人のポーランド軍将校の連体が横たわってい

たのを発見した.
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図 1-2 カティンおよび他の地域の位置

出所 ザスラフスキー,[2010],px

1943年4月 13日､ドイツのグッ-ルス 〔paulJosephGoebbels)宣伝相はラジオの-ルリン放送

を通 して､スモレンスク郊外のカティンの森でソ連当局によって1940年春から夏に殺害されたと

思われる数千人のポーランド軍将校たちの遺体を発見､そして全ての将校が頭部をピス トルで撃

ち抜かれており､そのままの姿で埋められていたと発表 した｡ソ連側はこの ドイツの発表に直ち

に反論 し､ナチスがこの大量処刑を行ったと主張した.当時､ポーランド政府は行方不明の将校

たちの消息を何度も尋ねたが､ソ連政府は十分な回答をしなかった.そこで､ポーランド政府は

スイスの国際赤十字にこの事件の調査依頼をしたが､国際赤十字はソ連の同意があれば依頼を受

けると答えた｡しかし､このポーランド政府の行動はソ連に対する敵対行為とみなされ､ソ連は

ポーランドとの国交を断絶 した.1941年 7月 30日のポーランド-ソ連協定で持ち直したポーラ

ンドとソ連の外交関係は､カティンの森事件によって再び破綻 した.

1945年に第二次世界大戦が終結し､ ドイツが敗戦国となり､ポーランドはソ連によって共産主

義体制下に組み込まれた.ポーランドと同様に共産主義圏の一国となった東 ドイツ及び､ナチス
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時代を全否定することによって再出発 した西 ドイツもカティンの森事件の真相究明をソ連に求め

ることもできず､歴史上のタブーとなった｡カティンの森事件は長年 ドイツの犯行として認識さ

れた｡

2.当時のポーラン ドを取 り巻 く国際情勢

①ポーラン ド･ソ連関係

1939年 8月 23日に締結 された独ソ不可侵条約の中にあった秘密議定書によって､ポーランド

はモロ トフエリッベン ト口ツプ線で東西に分割 された｡そして､9月 28日には､両国は新 しい友

好国境条約に署名 し分割は完了した｡かつてポーランドは 18世紀に3度にわたって､ロシア､プ

ロイセン､オース トリアによって分割され､123年の間地図上から姿を消 したが､第一次世界大

戦後の 1918年に独立を果たし､第二共和国を樹立 した｡ しかし､その後 20年で再び分割 され国

家は消滅することになる｡ポーランド東部はソ連によって占領された｡1940年 2月から1941年 6

月までの間に約 150万人のポーランド人がソ連のシベ リヤなど奥地に強制的に移送 され､強制労

働を強いられた｡これは､ソ連占領地域においてポーラン ド指導権を排除するためであった｡一

方､イギリスとフランスは ドイツに続くソ連のポーランド-の侵攻を止めようとはしなかった｡

それは､対独戦争においてソ連が味方になる可能性を考慮 したからであった(伊東 [1988],p165)｡

ロンドン ･ポーランド亡命政府のヴワディスワフ ･シコルスキ (W壬adys壬awEugenluSZSlkorskl)

首相はソ連に対 して好意的であり､ポーランドとソ連の国交正常化に向けて力を尽くした｡1941

年 6月 22日に独ソ戦が勃発 したことで､ポーランド亡命政府の政治的立場は極めて困難なものと

なった｡シコルスキはイギリス政府の強力な後押 しの下に領土問題を挙げ､いち早くソ連との国

交の回復を主張した｡これに対 して､政府幹部のアウグス ト･ザレスキ (AugustZaleskl)､カジミ

エシュ ･ソスンコフスキ (KazlmlerZSosnkowskl)､マ リアン ･セイダ (MarlanSeyda)らは独ソ二

敵論 を唱え､いっさいの妥協を拒んだ｡ 当時の大統領 ヴワデ ィスワフ ･ラチュキエ ピッチ

(W壬adyshwRaczkleWICZ)も反対派を支持 した｡

1941年 7月 30日に反対派閣僚の一斉辞任によって､ソ連-ポーランド協定が調印された｡こ
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れによって､ロンドンのポーランド亡命政府とソ連の外交関係の復活､ソ連の作戦におけるポー

ランド軍の創設､ソ連領で自由を奪われたままになっているポーランド人全員に恩赦を与えるこ

とにソ連側は同意 した｡

さらに､同年 8月 14日､シコルスキはポーランドエソ連軍事協定に調印 した｡この協定では､

ポーランド軍を即座にソ連で創設すること､同軍は主権国家ポーランドの軍隊の一部となること､

ソ連駐留のポーラン ド軍兵士は俸給､食糧､扶養を赤軍兵士と同様に受けることなどが取 り決め

られた｡

ポーランド亡命政府は､ソ連に抑留されている大量のポーラン ド人の解放と保護に全力を尽 く

した｡そ して､ポーラン ドエソ連軍事協定にならってヴワディスワフ ･アンデルス (W壬adys壬aw

AlbertAnders)将軍の指揮下で､ポーランド軍を再編成 した｡しかし出頭 してきた将校の人数は極

端に少なかった｡シコルスキが直接スター リンに将校たちの行方を尋ねても､確かな返事を得る

ことができなかった｡スター リンはそれ以上その間題に触れることを拒んだのである｡

②ポーラン ド･ドイツ関係

ナチス ･ドイツはポーラン ド内で ｢虐待 されている｣少数民族である ドイツ系住民の保護をあ

げた｡ しかし､虐待の事実はなく､ナチス ･ドイツが東方に自分たちの ｢生活圏｣(レ-ベンスラ

ウム)を確保 したかったのである (渡辺,[1991],p4)｡そ して､1939年 9月 1日に ドイツはポー

ランドを攻撃 し始めた｡ポーランド北部のヴェステルプラッテが大戦勃発の地をなっている｡ポ

ーランド軍は主力軍を国境沿いに配置 し防衛につとめた｡ しかし､最初の防衛線は 9月 3日まで

に崩れ､そして､勝敗は一週間で決まり､9月 27日にワルシャワは陥落 した｡ポーランドはイギ

リスやフランスからの援助を期待 した｡しか し､英仏は ドイツに宣戦布告をしたにもかかわらず､

この時点で実際に ドイツと戦闘を交えることはなかった｡9月 28日には､独 ソ間の新たな友好国

境条約締結により､国家としてのポーランドは地図上から消滅 した｡

ドイツの占領地域はポーラン ド人口の約 616%で人口は約 2,200万人であった｡ ドイツ系住民

の多い地域は ドイツに併合 し､残 りの地域はクラクフを首都とした総督府とし､ハンス ･フラン

ク (HansMIChaelFrank)が総督となり統治 した｡ ドイツ人の厳重な監督の下でポーラン ド警察が
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機能 した｡ナチス ･ドイツの支配下の下で､ポーランド人はかろうじて支配民族のための労働力

として生き残ることを許された｡ ドイツ側はポーランド人を独立の文化的存在としては計画的に

抹殺 しようとしていた｡なぜなら､ポーランド人は ドイツ人より劣等民族という考え方があった

からである｡ ドイツの占領政策は､編入地域をゲルマン化 し総督府を植民地として経済的に搾取

することを目的としていた｡ポーランド人の精神的 ･文化的指導層を文字通 り物理的に抹殺 し､

残 りの人口は教育水準を低く抑え､ドイツ人のために働かせるという政策がとられた(伊東 [1988],

pp160-161)｡

1939年年 11月 6日にはクラクフのヤギェウオ大学の教授 ら 183人が､大学に呼び出され反 ド

イツ的な教育指導を行っているとい う理由でナチス親衛隊に逮捕 された｡ ドイツのザクセンハ ウ

ゼン収容所に送 られ､強制労働に従事させ られたため､そこで命を落とす者も多数いた｡そして､

戦争が終わるまでに､ポーランドの医師の 45%､裁判官 ･弁護士の 57%､教師の 15%､大学教

授の 40%､高級技師の 50%､初級 ･中級技師の 30%､聖職者の 18%を失った (伊東 [1988],

pp160-161)｡中等以上の教育施設は閉鎖されるか解体され､図書館や公文館は閉鎖 された｡編入

地域ではポーランド語を話すことさえ許されなかった｡

大戦終了まで､ ドイツ人入植者を入れるために 248万人にのぼるポーランド人が先祖伝来の土

地や家屋を奪われ追い立てられた｡また､246万人にのぼるポーランド人が無差別に徴発され､

ドイツ内の工場に送 られて重労働に従事させ られた｡多くの徴発労働者は悪条件のため死亡した｡

少 しでも規則を破ったり､抵抗の意思を示 した者は､即決裁判によって見せ しめのため街頭で処

刑 された (伊東 [1988],pp160-162)｡

しかし､9月に ドイツに敗れたとはいえ､ポーランド政府と国民は決 して降伏 しなかった｡モ

シチッキ ･ポーラン ド大統領 (IgnacyMo畠cICkl)と政府はルーマニアに逃れたが､当時ルーマニア

も ドイツの圧力を受けていたため､ルーマニア政府によって拘束された｡9月 30日､モシチッキ

は大統領職を辞任 し､ラチュキエピッチが後を継いだ｡ポーラン ド国外に逃れたポーランド有力

政治家の間で､亡命政府を形成する動きが起こった｡シコルスキとチャーチル (WlnStOnChurchlll)

の尽力によって亡命政府と国民会議は､1939年 11月にフランスのパ リからイギリスのロンドン

-と移った｡
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ドイツ占領下でも､ポーラン ド国民は ドイツに協力 しようとする勢力は現れなかった｡そして､

戦争の最中に地下組織が誕生 した｡ロンドン亡命政府は､この最大の武装地下勢力を統御すると

ともに国内を地下国家として統治 していた (山本 ･井内,[1980],pp182-183)｡

③ソ連 ･ドイツ関係

1939年 8月 23日､ ドイツとソ連は独ソ不可侵条約に調印 した｡それまで相互に非難 し合って

いたヒトラーとスター リンが手を組んだことは､世界各国にとっては衝撃的なことであった｡こ

の条約は､次に述べるような点でソ連とドイツ両国を拘束するものであった｡｢1.相手国に対 し､

単独でまたは他国と共同して､いかなる侵略行為にでることも､いかなる攻撃を加えることをも

しない｡ 2.相手国のいかなる交戦敵国に対 しても援助を与えない｡ 3.相手国に敵対的な集団

には､たとえ間接的にも参加 しない｡｣(フレミング,[1966],p195)さらに､この条約の裏に東欧 ･

バル ト諸国一帯を独 ソで二分割するという秘密議定書がヒ トラーとスター リンによって交わされ

ていた｡その中のポーランドの領土の取 り決めは次のとお りである｡｢ポーラン ドの領土的 ･政治

的再編については､ナレフ ･ヴィスワ ･サンの河川を ドイツとソ連との勢力圏の境とする｡｣(ミ

コワイチク,[2001],p18)ヒトラーは､ソ連 と不可侵条約を結ぶことでポーラン ドを征服すること

に際 し､ソ連が介入する可能性を排除 したのである｡そして､調印から8日後の年 9月 1日に ド

イツはポーランドに攻め込み､そ してソ連は 17日に東部から侵攻､その後 28日に両国は新 しい

友好条約に署名 し､独ソ不可侵条約の秘密議定書で定められた通 りにポーランドは分割された｡

1940年夏､ドイツはルーマニアを自己の勢力圏にしようとし､スター リンは勢力圏に定めてい

なかったバルカン諸国への ドイツの進出に強い危機感を覚え､ ドイツに対 し不快感を表明した｡

モロ トフとヒトラーとの会談で､モロ トフは ドイツ軍のフィンランドの撤退､ソ連とブルガリア

の相互援助条約の締結､ボスポラス､ダーダネルス両海峡への拠点の設置を求めた｡ しかし､ヒ

トラーはこれ らの要求を受け入れなかった｡これによって､両国間の対立点を解消するどころか､

利害の相違を際立たせたのだった｡

1941年 1月､ドイツがルーマニアに軍隊を送ったことから､両国の関係はいっそう緊張を増 し

た｡そして､3月に ドイツはブルガリアにも軍隊を送った｡4月にソ連とユーゴスラビアとの間に
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友好不可侵条約を締結 したときにソ連とドイツの関係の不和はいっそう明確になった｡ ドイツは

この条約が公表された4月 6日にユーゴスラビアを攻撃 し始め､1週間で降伏させた｡

1941年 6月 22日に ドイツ軍のソ連侵攻により独ソ不可侵条約は破棄された｡フィンランド､

ハンガリー､ルーマニア､イタリアがこの戦争に参加 しことで､ソ連は簡単に ドイツを打ち負か

すことができると考えたが､この戦いでは ドイツが勝利 した｡ソ連は ドイツを降伏に追いやるこ

とができないだろうという見解が､ほとんどどこでも採 られた｡

1942年 11月 19日にスター リングラー ドでソ連軍は反撃を開始 し､1943年 2月初頭に ドイツは

ソ連に敗れた｡これは､ ドイツにとって大戦中に経験 した最初の敗北であり､独 ソ戦だけではな

く第二次世界大戦全体の転機 となった｡

ドイツ軍をソ連領から追い出 し､さらにベル リン進撃へと導いたのは 1943年 7月のクルスクの

戦いであった｡この戦いは史上最大の規模の戦車戦であった｡ソ連はスター リングラー ド戦で自

信を強めていたこともあって､数的にもドイツよりは優勢であり､勝敗は目に見えていた｡この

戦いの勝利の後､ソ連は ドイツを完全に圧倒 し､着実にベル リン-進撃を始めたのであった｡そ

して､1945年 5月 2日にソ連軍はベル リンを占領 し､5月 8日には ドイツは降伏 した｡

3. ドイツ犯行説とその根拠

1943年 4月 13日､ ドイツのグッベルス宣伝相はラジオのベル リン放送を通 して､スモレンス

ク郊外のカティンの森でソ連当局によって 1940年春から夏に殺害されたと思われる数千人のポ

ーランド軍将校たちの遺体を発見 したと発表 した｡

これに対 して､ソ連側は4月 15日に次のような声明を発表 した｡

｢この 2､3日グッベルスは､ソ連当局がスモレンスク地方で 1940年春にポーランド軍将校を

大量に射殺 したというでたらめを広めている｡ ドイツ ･ファシス トらはもっとも卑 しむべき嘘

をつき､すでに明らかなように､みずからの罪を隠すことにためらうことも知 らない｡ポーラ

ンド人捕虜は､1941年当時､スモレンスク地方に住む他の多くのソ連人とともに建設工事に従
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事 していたのだが､この人々が､ソ連軍か同地から撤退 した 1941年夏に､ドイツ ･ファシス ト

らの毒牙にかかったのである｡ ドイツ ･ファシス トらの発表は､ポーランド人捕虜のこうした

悲劇的な運命に関 して､いささか疑いの余地を残すものではない｡グッベルスの発言が､虚構

と誹謡とにより､ヒトラー一派の血塗られた犯行を隠蔽することを狙っているのは間違いない｡

ヒトラー一派はソ連が 1940年春にその残虐行為をおこなったと主張 しているが､彼 らはこう報

じることでみずからの責任を転嫁 しようとしているのである｡｣(渡辺,[1991],pp10-ll)

これによって､ソ連とドイツは真っ向から対立することになったのである｡そ して 4月 18日､

ソ連情報局は再び説明を行った｡

｢ドイツ･ファシス トの殺人者たちは､何万人とい う罪なき人々の血で染まった手をしている｡

占領 した国々の人々を組織的に抹殺 し､子供､女性､老人に対 しても情け容赦がない｡ポーラ

ンドだけでも数十万人を殺害 している｡彼 らの卑 しい嘘や中傷に編される者はいないだろう｡

このむごさ極まりない担造の中にゲシュタポのや り方を容易に見出すことができる｡実際には､

1941年､スモレンスクの西にはポーランド人捕虜がいたのである｡ソ連軍がスモレンスクから

撤退すると､捕虜は多くのソ連市民と共に､ ドイツ ･ファシス トの餌食になったのであった｡

ドイツ軍にすぐに殺害された者もいれば､特別な機会のために生かされた者もいた｡ ドイツ ･

ファシス トらは無防備の何千人という人々を射殺 し､その死体にはゲシュタポの文書館にあっ

た偽の文書を持たせ､ソ連の大地に埋葬 した｡埋葬場所 としてグニエス ドグォの古墳が使われ

たが､その存在について ドイツ･ファシス トは何も語っていない｡｣(ミコワイチク,[2001],p57)

ソ連は､カティンの森一帯をナチス ･ドイツ軍から奪還するやいなや､自己の犯罪をナチス ･

ドイツの仕業に見せかけるように努めた｡

ドイツ当局は､独立の国際委員会､ポーランド赤十字､ ドイツ法医学委員会の 3つの組織を設

立 し独自に現場を調査 した｡この調査で､将校たちは 1940年 3月から4月の間に殺害されたと結

論付け､その期間のカティンの森一帯はソ連の占領地域であったことを報告 した｡ソ連は ドイツ
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の報告に対 して直ちに反論 したのは言 うまでもない｡

カティンの森事件の全容は､それ以後語 られることはなかった｡ソ連はずっと黙秘をし､ ドイ

ツの犯行であると主張 し続けた｡連合国､関係諸国も事件をソ連の犯行と唱えることはなかった｡

4.真相の解明

1945年 11月からドイツの戦争責任を裁くニュルンベルグ裁判が開かれた｡一部､カティンの

森事件が取 り上げられたが､ ドイツとソ連の主張は平行線をたどり､真相の解明までには至らな

かった｡そして､カティンの森事件は歴史上のタブーとなった｡戦後､ポーラン ドはソ連の支配

下に入っていたため､そして ドイツも敗戦国であったため､真相解明への要求を言い出すことが

できなかったのである｡そして､連合国側も事件の事実追及に乗 り出そ うとはしなかった｡

1985年 3月にゴルバチョフ (MlkhallSergeevIChGorbachev)書記長が就任 したことで､国内改

革に乗 り出し､ペ レス トロイカが始まった｡公的な真相解明が可能になったのは､言 うまでもな

くポーランドの体制転換である 1989年以降である｡1990年 4月にポーラン ドのヤルゼルスキ

(W⊃｣cleChWltOldJaruzelskl)大統領がモスクワに赴いてソ連のゴルバチョフ大統領と会談 したと

きに､ソ連側は初めて公式に事実を認めた｡ソ連公文書館で発見された内務人民委員部捕虜抑留

者総局作成の名簿や若干の関連文書をヤルゼルスキ大統領に渡 したのである｡

その時点で明らかになった事実は次の通 りである｡1939年にポーランド東部を侵略後､赤軍は

約 25万人を捕虜 とした｡ポーランド人将校はロシアの 3つの収容所に送 られた｡1939年 11月か

ら1940年春までの間に､コジェルスク収容所には約 5,000人の将校などが､スタロビエルスク収

容所には約 4,000人が､オスタシュコフ収容所には約 6,500人がいた｡1941年 7月 30日に調印さ

れたポーランド-ソ連協定で､ソ連領にいるポーランド人全てに恩赦を与えるということであっ

たが､解放されていないポーランド人が多数存在 し行方が分からなくなっていた｡そして､アン

デルス将軍を筆頭にソ連領内でポーランド軍を創設する時に､出頭 してくる将校の人数が極端に

少なかったのである｡約 15,000人の将校が行方不明であると判明した｡ポーラン ド亡命政府は､

行方不明の将校についてソ連当局に幾度も尋ねていたが､十分な回答は得 られなかった｡さらに､
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将校たちからポーラン ドにいる家族への音信は 1940年 3月に突然途絶えていた｡シコルスキは

1941年 12月初旬､モスクワに赴き直接スター リンに問いを投げかけた｡ しかし､スター リンは

｢満州に逃亡 した｡｣と暖味な返事 しかしなかった｡そ して､それ以上この間題に触れることを拒

んだ｡こうした理由から､ポーラン ド亡命政府はソ連に対 し疑いを持ち始めた｡そして､1943年

4月の事件発覚後からまもなくポーランド亡命政府はスイスの国際赤十字に中立的な調査を求め

たが､それによりソ連はポーランド亡命政府を批判 した｡国際赤十字も関係国 (ソ連)の同意を

得 られないことから､カティン-の調査団派遣を断念 した｡その後､ソ連はポーランド亡命政府

に事件は ドイツの犯行だと声明するよう要求 したが拒否 したため､ソ連は亡命政府との国交断絶

を言い渡 したのである｡

ドイツ法医学委員会､12か国から成る国際委員会､ポーラン ド赤十字の 3つの調査団が独自に

事件の調査を行った｡3つの調査委員会は次のような点で､一致 した結論を得た｡

｢①死体を縛っていたヒモはソ連製である｡②死体の中には突き刺 した跡があるものがあるが､

これはソ連の銃剣によるものである｡③死体の多くからソ連の新聞が大量に見つかった｡④死

体に撃ち込まれた弾丸は ドイツ製である｡｣(渡辺,[1991],p12)

上に挙げた4番 目の点については､ドイツ側は即座にこの弾丸を 1939年以前にポーランドやソ

連に輸出 していたことを立証 した｡犯行を特定する上で一番重要な点は､この虐殺がいつ行われ

たかとい うことである｡1941年夏の終わり頃まで､カティンの森一帯はソ連の支配下にあった｡

その後､1941年 6月 22日に独ソ戦が勃発 し､ ドイツがソ連領内を攻め入 り始めた｡それからカ

ティン一帯は ドイツの占領下とな り､1943年 4月に ドイツによって事件が発覚 した｡そのため､

虐殺が 1941年夏頃より以前に行われていればソ連の犯行になり､それ以降であれば ドイツの犯行

になる｡3つの調査団は約 3年前の 1940年春頃に虐殺が行われたと結論づけた｡つま り､ソ連の

犯行であったということが判明したのである｡その根拠は､亡くなった将校を埋めた場所の地層

が特殊で､死体は実質ミイラ化 していたこと､数ヶ月で特定困難な骨になるところが､書類や身

分を証明する物 とともに保存状態良好な死体となって残っていたこと､日記､新聞､未投函の書
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簡により殺害の日時が特定されたことから､カティンの森で発見されたポーランド人将校 4,143

人は 1940年 4月頃に殺されたと結論付けている (ミコワイチク,[2001],p60)｡この事件はKGB

(ソ連秘密警察)の前身である NXVD 長官べ リヤがスター リンの命令で､幹部メルクーロフ

(vsevolodNlkolayevIChMerkulov)及びその部下たちに行わせた犯行であった｡その証拠として､

1940年 3月 5日にスター リンらのサインが入ったポーランド人将校処刑の決定の文書が明らかに

なっている｡コジェルスク収容所にいた将校たちはカティンで､オスタシュコフ収容所に収容 さ

れていた警官らはミエ ドノイエで､そしてスタロビエルスク収容所の将校 らはハルキフでそれぞ

れ殺害されている｡

では､なぜこの事件が起こったのだろうか｡ソ連側もドイツ側もポーランドを支配する上で､

ポーラン ド民族主義派の中核グループ､つまり将校が存在 してほしくなかったのは事実である｡

ソ連はポーラン ド東部を占領するやいなや､支配に支障をきたすポーランド指導者を捕虜として

ソ連領内の収容所に移送 し､組織的に抹殺する決断を下した｡当時ソ連にとって利用価値がある

と判断された者は生き残されている｡そして､これ らの人々に共産主義教育を叩き込み､戦後の

ポーラン ドの共産化を円滑に進めるために利用 したのである｡一方､ ドイツもポーランド指導者

層を抹殺 したがっていたことは､ドイツ軍のポーランド占領期間を通 して理解することができる｡

ポーランドをナチスと 2分割 したソ連が､ポーラン ドを共産主義下に置く上で支障をきたすと思

われるポーラン ド軍将校や警察などの権力機関や抵抗運動の指導者を裁判もなしに物理的に抹殺

した｡

カティンの森事件は､スター リン時代のソ連による組織的な犯罪であったが､ソ連崩壊後にポ

ーランドに手渡されたソ連の機密資料には､それを確認 しただけではなく､ナチスによる暴露に

対 して国家ぐるみの事実にす り替え､隠蔽を行なったことが記されていた｡冷戦時代にはそれに

基づいたプロパガンダ外交を展開したが､結局､ソ連崩壊 という時代の流れの変化の中でそれが

破綻 していった (兵藤,[1997a],p60)｡
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5.真相解明後の処理

①ポーラン ドの立場

戦後のポーランドは共産主義下にあったため､ポーラン ド人にとってカティンの森事件を口に

することはタブーであった｡ しかし､時代は移 り変わり､ソ連ではゴルバチョフによるペ レス ト

ロイカの流れから､ソ連共産党の土台を揺 さぶ り始めた｡その中でポーランドとソ連の関係も複

雑に変化 した｡ポーランド人の心の中にあったカティンの森事件に対するソ連への不満､不信が

徐々に表面化 し､ヤルゼルスキ政権もソ連政府に対 し､より具体的な形で真相の究明を求めざる

を得なくなったのである｡

1995年 6月にカティン虐殺 55周年追悼行事が行われた｡ ヴァウェンサ (LechWalgsa)大統領

はエ リツィン (Bo一lsNlkolayevIChYeltsln)大統領に行事への参加を招請 したが､エ リツィン大統

領に代わりフィラー トフ (SergelAleksandrovIChFllatov)大統領府長官が出席 した｡これは､いた

くポーランド人を失望させた｡ ヴァウェンサ大統領は追悼演説の中で ｢2 万人のポーランド人が

何 ら取 り調べもなく､1940年 3月 5日に署名された一片の文書で銃殺されたが､これはスター リ

ン､モロ トフ､ミコヤンなどのソ連最高指導者の承認の下で行われた｡｣(兵藤,[1997b],p66)と

い うことを強調 しつつ､将来に向けて両国民の和解を呼びかけた｡さらに､エ リツィン大統領の

メッセージとして ｢カティン記念式典は全体主義体制下で数十年にわたる嘘と沈黙を打ち破 り真

実が勝利 した証左である｡｣(兵藤,[1997b],p66)と確認はしたのだが､ポーラン ド人は ｢ソ連か

らの謝罪はなかった｣と不満をつのらせた｡

1996年 11月にチモシェヴィッチ (W壬odzlmlerZClmOSZeWICZ)･ポーランド首相は､ロシアを訪

問 した際､ポーラン ドのかねてからの念願であるカティンの森事件の虐殺現場にポーランド人犠

牲者の墓標の建設が遅れていることを取 り上げ､必要経費はポーランド側で負担する用意がある

と申し出てお り､その促進に努めている (兵藤,[1997b],p68)｡

カティンの森事件からすでに半世紀以上過ぎたが､この事件は未だ最終的に決着 していないと

考えているポーランド人は少なくない｡
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②ロシア (ソ連)の立4

1987年 4月に､ヤルゼルスキ大統領がソ連を訪問 した｡その中で､ゴルバチョフ書記長は ｢両

国関係の歴史の中に事実の担造や隠殺､いわゆる 『空白』があってはならない｡｣と述べて､関係

の改善を約束 した｡そこで両国関係史を見直す ｢合同歴史家委員会｣が発足 した｡見直 しの対象

は､1917年から1945年が中心であり､(1)1917年から21年ソ連の二月革命とポーラン ド共和国

の成立､(2)1938年のスター リンによるポーランド共産党の強制解体､(3)第二次世界大戦でのソ

連軍のポーランド侵攻､(4)1939年から42年にかけてのソ連軍によるポーランド人の強制移送､

(5)ナチスに対する行動戦線､(6)1943年のワルシャワ蜂起である｡このうちカティンの森事件は

(4)に含まれる (加藤,[1989],p25)｡

1988年 7月､ゴルバチョフ書記長はポーランドを訪問し､ヤルゼルスキ大統領と会談をし､共

同声明が発表 された｡

｢両国の対等な関係､主権､自主的な政策決定権の尊重を主張 し､共に社会主義の刷新とい う

共通の目標を示すが､その基礎となる国民性と歴史的な条件には大きな違いがあること認め､

互いに 『絶対的な真理』の主張は しないと述べている｡ゴルバチョフ書記長の下でのソ連､ポ

ーランド国民に向けて､いわゆる制限主権論を否定 したものだ｡｣(朝日新臥 [1988a715])

しかし､スター リン時代のポーランドとソ連とに関係する歴史の空白については､｢専門家によ

る真相究明の作業を早める｣と声明で述べたにすぎなかった｡多くのポーランド人は､ゴルバチ

ョフ書記長からカティンの森事件に関する発言を期待 していたが､具体的に出ることはなく､失

望 した｡

1992年 10月には､エ リツィン大統領からヴァウェンサ大統領へ､1940年 3月 5日のスター リ

ンらのサインが入った､ポーランド人将校処刑の決断を下した文書を含む資料が一部公開された｡

1993年 8月にエ リツィン大統領がロシアの大統領として初めてポーランドを公式訪問した｡ワ

ルシャワ市内の軍人墓地の中にあるカティンの慰霊碑を訪れ､ロシアの元首として初めて献花を

行った｡その慰霊碑には､ソ連時代の碑文 として ｢カティンの土に眠るヒトラー ･ナチズムの犠
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牲者ポーランドの兵士に捧ぐ｣と記 されていたが､事実にしたがって書き換えられたのは言 うま

でもない｡エ リツィン大統領は ｢カティンの森犠牲者遺族の会｣関係者 と会談 し､率直に許 しを

求めた｡ ソ連､そしてロシアがカティンの森事件の悲劇についてスター リン時代の事実を認め､

機密資料を提供するという誠意を示 した｡このような形で過去の過ちを認め､ソ連時代に決 して

出すことができなかった機密資料をポーランドに手交 したゴルバチョフ､エ リツィンの行動は評

価 されるべきであるとも思われる｡

③ ドイツの立場

第二次世界大戦終結後の 1945年 11月 20日からドイツのニュルンベルグで､第二次世界大戦で

の主要戦犯に対する国際軍事法廷が開かれた｡このニュルンベルグ裁判は､非軍事化､非ナチ化､

民主化､工場解体といった連合国による新生 ドイツの指針の行く末を象徴 したものであった｡こ

れによって､ナチス部隊､突撃隊､親衛隊､治安警察､ゲシュタポなどのナチス党関係者が裁か

れた｡連合国軍が逮捕 したナチス指導者戦犯は 23人である｡各被告は､絞首刑､終身禁固刑､有

期禁固刑､無罪の判決を言い渡された｡カティンの森事件も一部取 り上げられたが､ ドイツとソ

連の主張は真っ向から対立 し､平行線をたどった｡ ソ連側も究明をためらった｡アメリカとイギ

リスも真相の究明には乗 り気ではなく､結局は何も解明されなかった｡

実際はソ連の犯行だとわかっていたにもかかわらず真実がうやむやにされたのは､ニュルンベ

ルグ裁判がナチス時代を全否定 したものであり､もし連合国の主要な一員であったソ連の犯行 と

決めつけると､ナチス時代を一部肯定することではないにしても､ナチスを裁く法廷で連合国の

戦争責任が問われかねないことになってしまう｡ナチス時代にナチスがやったとすることが､ニ

ュルンベルグ裁判では都合が良かったのである｡

真犯人であるソ連は公に罪を問われていない｡ニュルンベルグ裁判では､連合国はソ連に対す

る宥和政策をはねつけることができなかった｡そして､ドイツ自身もナチスに対する反省が深く､

事実を重く受け止めていた｡ ドイツの反省によって､カティンの森事件は議論の対象にさえもな

らなかった｡そ して､ ドイツ側からソ連の犯行だと告発することは困難であり､公式にはうしろ

めたさからできない状況にあった｡ポーランドや ドイツを含む世界の国々は､ソ連の犯行だと分
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かっていたにもかかわらず､1990年にソ連が公式に事実を認めるまで ドイツの犯行だとされてい

たのである｡

カティンの森事件の辿った複雑な経路は､ソ連の徹底的な隠蔽工作から始まっている｡そして､

ソ連の隠蔽が戦後明るみにでなかったのは西側諸国がそれを黙認 していたからであり､事件は単

に被害者と加害者すなわちポーランドとソ連だけの問題ではないことが分かる｡これに関しては､

第 5章で詳 しく述べている｡1990年以降､事実が公表され､これまで封印されてきた真相が明ら

かになると､今度は政治的な側面でも事件の事実究明に関連性が出てくるようになる｡ソ連側か

ら未だ全ての資料が公開されていないことから､事件の決着は一筋縄ではいかないことが後の章

で浮き彫 りになっていく｡
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第 2章 共産主義時代における西側諸国の研究

1.西側諸国の研究-パ リ亡命雑誌 『ウル トウーラ』

本章では､ポーラン ドが第二次世界大戦後ソ連圏に組み込まれていた時代に､カティンの森事

件が西側諸国でどのように語 られてきたかを分析する｡ここでは､パ リ亡命出版社のインスティ

テュー ト･リテラツキ(InstytutLlteraCkl)が発行する文芸誌 『クル トウ-ラ (Kultura)』に焦点を当

てる｡

共産主義時代では､ポーランド国内でカティンの森事件を口にすることができない状況にあっ

た｡そのような中､戦後多数の亡命者が身を寄せた都市の一つであるパ リでは､ポーランド人亡

命者が中心となった出版社のインスティチュー ト･リテラツキ(hstytutLlteraCkl)が､カティンの森

事件を頻繁に取 り上げるひとつのセンターになっていた｡その活動の中心に､文芸誌 『クル トウ

-ラ』があった｡『クル トウ-ラ』は､文芸誌ではあるが､政治､社会に関する論文､エ ッセイも

数多く取 り上げてお り､在外ポーランド知識人､文化人の学際的な論壇であっただけでなく､ソ

連支配体制に対する抵抗のシンボルでもあった｡このような性格を持つ雑誌の誌上で､隠された

ソ連の残虐な行為を暴こうとする活動が盛んに行われたのは､当然の成 り行きであったと言える｡

さらには､『クル トウ-ラ』の編集者の一人である､ユゼフ･チャブスキ､そしてロンドンから『ク

ル トウ-ラ』へ投稿 していたスタニスワフ ･シフイアニエピッチ(stanlS壬aw SwlanleWICZ)は､カテ

ィンの森事件の虐殺から奇跡的に免れた人物であったことを忘れてはならない｡彼 ら二人の証言､

また ドイツの調査委員会やポーラン ド赤十字から発掘調査作業に関わった者たちの回顧録等は､

事件の詳細を知 り得る貴重な歴史資料であり､『クル トウ-ラ』はカティンの森事件研究において､

さらにそれを人々に広めるうえで非常に重要な位置を占めていたと言える｡

なお､同じインスティチュー ト･リテラツキ出版から､1962年より 『ゼシュティ ･ヒス トリチ

ュネ(zes郡O)msto7yCZne)』という歴史をテーマに扱った学術雑誌が出版されている｡これは､ポー

ランド人歴史研究家たちが､亡命先で検閲の介入なく自由に討論できる場を提供するという目的

で刊行された雑誌である｡この 『ゼシュティ ･ヒス トリチュネ』でカティンの森事件に関する学
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術的な研究が沢山なされてきたにも関わらず､本稿では文芸雑誌である 『クル トウ-ラ』に絞っ

て分析 した理由は 2点ある｡1点目は､インスティチュー ト･リテラツキ出版の創始者であるギ

エ ドロイツの人脈を使い､著名な歴史家､文学者､作家､詩人等に投稿を依頼 している点で､『ク

ル トウ-ラ』が文芸誌でありながら学際的な論壇としての役割､ポーランド国民のオピニオンリ

ーダー的役割も果たしていたところにある｡そ して 2点目は､多数ある亡命系雑誌のうち､特に

『クル トウ-ラ』が共産主義体制から文化的､政治的に独立 した､つま りソ連の影響を受けない

姿勢を強く示 してお り､唯一定期的に､また大量にポーランド国内に持ち込まれた西側の反体制

雑誌であることである｡共産主義体制下のポーラン ド国内で 『クル トウ-ラ』を読むこと自体､

反体制の意思を示すことでもあり､執筆者たちはある程度そうした読者を念頭に置いて執筆 して

いた｡つまり､『クル トウ-ラ』がカティンの森事件を取 り上げること自体､すでに大きな反体制

活動であり､ポーラン ド国内の世論形成に大きな影響を与えたと言える｡

1947年の初刊から 1989年までの 『クル トウ-ラ』全てに目を通 し､カティンの森事件及び近

いテーマの記事をピックアップした｡そしてそれを 5つのカテゴリーに分け､年代順に並び替え

て､その内容を分析 した｡これまで､『クル トウ-ラ』の雑誌自体を分析 している研究､編集に関

わった人物に関する文献は数多く出版されているが､カティンの森事件関連研究､エッセイ､資

料等だけを抜粋 して分析 しているものは皆無である｡そして最後に､『クル トウ-ラ』が戦後の現

代史研究でどのような役割を果たしたか､またその中でカティンの森事件がどのように語 られて

きたかを考察 し､ポーランド国内の (主に地下出版による)研究との違いを明らかにしていきた

い｡

カティンの森事件は､事件から約 70年経つにもかかわらず､ポーランドとロシアとの間で未だ

決着 していない｡現在､ロシア側が何も語ろうとしないことで､解決への道も閉ざされてしまっ

ている状態である｡現代史の中でのカティンの森事件の位置付けを明らかにし､両国間の歴史認

識のす り合わせを行 うことは､今後 2国間の､また言い換えれば悲劇的な歴史を共有する隣国同

士の関係を未来に向けて再構築 していく上で､避けて通ることのできないプロセスである｡本章

は､そうしたプロセスの一端を担 うものでもある｡
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2.パ リ亡命出版社 ･インスティチュー ト･リテラツキロnstytutLiteracld)

インスティチュー ト･リテラツキ出版は､1946年 2月にローマでイエジ ･ギェ ドロイツ(Jerzy

Gledroyc)の主導の下で設立され､1947年にはパ リ郊外のメゾン･ラフイソテ(MalSOnS-Laffltte)に移

命政府がありすでに各地からの亡命先となってお り文化機関も数多く設立されていた-ではなく

パ リを選んだのである｡

1947年から月刊誌 『クル トウ-ラ』が出版された｡共産主義時代のポーラン ドでは､出版への

検閲が厳 しく言論も統制されていた｡『クル トウ-ラ』は戦後のポーランド人亡命者たちにとって､

共産主義国ポーラン ドに対 し文化的､政治的な見解を示すことのできる数少ない場のひとつであ

った｡この雑誌は､ポーラン ド人だけではなく､ウクライナ人､ユダヤ人､リトアニア人､ ドイ

ツ人など､ポーラン ド文化に賛同を示す人々皆によって読まれたと言われている｡さらに､フラ

ンスに在住するポーランド人だけではなく､ロンドン､西 ドイツ (当時)など様々な所から 『ク

ル トウ-ラ』へ投稿されているのも一つの特徴である｡

出版当初､『クル トウ-ラ』は文化的､そして文学的な題材を扱った記事がほとんどで､政治的

な記事は少なかった｡ギェ ドロイツの当初の目的は､『クル トウ-ラ』を通 してポーランド文学や

文化を世界に広めることであった｡そのために､ギェ ドロイツは自ら作家や詩人へ執筆を依頼 し

『クル トウ-ラ』に掲載 している｡例えば､1951年にフランス-亡命 し､1980年にノーベル文学

賞を受賞 したチェスワフ ･ミウオシュ (Czes壬awMl壬osz)は､ギェ ドロイツの良き理解者そ して協

力者となり､数多くのエッセイや詩を 『クル トウ-ラ』に投稿 している｡そ して､20世紀で最も

傑出したポーランド人作家であるグスタフ･-ル リング･グルジンスキ(GustawHerllng-Grudzlhskl)

も､インスティチュー ト･リテラツキ出版設立当時からギェ ドロイツの編集活動に協力をしてい

る｡グルジンスキは 1940年に地下活動に従事 していたとして NKVDに逮捕されソ連の強制労働

収容所で過ごした経験がある｡

編集長であるギェ ドロイツが政治､特に東側での問題に対する西側の見解に興味を持ち始め､

それが徐々に編集者たちや投稿者たちに影響を与えた｡元々､ギェ ドロイツは東ヨーロッパ地域
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に興味を持ってお り､ポーランドが文化的､政治的に独立 し､民主化 されるためにはウクライナ､

リトアニア､ベラルーシとの戦後の国境､民族間題の解決 (いわゆるm B問題)が必要不可欠だ

としていた (Laza rl,[2007])｡その考え方に賛同したのは､ギェ ドロイツの最も重要な協力者のう

ちの一人であるユ リウシュ ･ミエロシェフスキ(JulluSZMlerOSZeWSkl)だった｡ミエロシェフスキは

記者であり､時事評論家でもあった｡主に現代政治に関する記事を 1949年から投稿 し続けた｡そ

してポーラン ドを解放へと導く上でULB問題の重要性を 『クル トウ-ラ』で訴えていた｡

1950年代から 『クル トウ-ラ』は政治的な要素を含むようになった｡例えば､1956年 6月のボ

スナンでの労働者による暴動､そしてその後ソ連の影響を受けず自主的な路線で政策を推 し進め

ようしたヴワディスワフ ･ゴムウカ (W壬adys壬awGomulka)政権を､『クル トウ-ラ』は政治的に

支持 している｡ギェ ドロイツらの一番の活動は､『クル トウ-ラ』をポーランド国内へ送付する試

みを行ったことだった｡さらに､1968年の3月事件等による亡命者を援助 し､そして､1970､1980

年代に起きたス トライキが共産主義からポーランドを解放するとの期待を抱き､『クル トウ-ラ』

を送ることによって国内のインテ リたちへの支援を強めていった｡これ らの活動から､『クル トウ

-ラ』は徐々に亡命先における文化､政治的な機関としての地位を高めていった｡他にも､亡命

国で様々な雑誌が出されているが､『クル トウ-ラ』以上に反共産主義派を支援することに興味を

示 さず､『クル トウ-ラ』とは反対に国内へ雑誌を送 り込むことに対 して積極的ではなかった｡も

ちろん､地下出版を通 して出版物は国内へ浸透 していったが､『クル トウ-ラ』ほど社会へ与える

影響は大きくなかった｡西側諸国でのギェ ドロイツの外交的イニシアチブは､共産主義圏内で社

会が徐々に変化 していく中で重要な役割を果たし､それはノーベル賞を受賞 したチェスワフ ･ミ

ウオシュや レフ ･ヴァウェンサの活動と同様に､共産主義社会に大きな影響を与えた｡

『クル トウ-ラ』はこのようにして､西側諸国における主要な東ヨーロッパの亡命雑誌として

の地位を急速に高めていくとともに､東西対立の時代における自らの反共産主義という姿勢を明

確にしていった｡また同時に､ポーランド人亡命者 自身がポーランド人としてのアイデンティテ

ィを表明する役割も担 うようになった｡『クル トウ-ラ』は､イエジ ･ギェ ドロイツが亡くなる

2000年まで刊行された｡現在では､『クル トウ-ラ』は共産主義下のポーランドおよび近隣諸国

の動向を知ることができる重要な資料となっている｡
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他にインスティチュー ト･リテラツキ出版における代表的な出版物として､1953年から､『ビ

ブ リオテカ ･クル トウ- リー(Blbl10tekaKultu7y)』シリーズが､そ して 1962年から､『ゼシュティ ･

ヒス トリチュネ(zes郡O)msto7yCZne)』とい う季刊誌が刊行され､これは現在も続いている｡

現在､インスティチュー ト･リテラツキ出版は､パ リに住むポーラン ド人によって出版活動､

運営を続けている｡ しかしながら､1989年の非共産党政権の誕生､および 1991年のソ連崩壊以

降は､上記の役割を終え､新 しい展望を持って活動 していることは言 うまでもない｡

3.『タル トr9-ラ』におけるカティンの森事件-1947年から1989年

『クル トウ-ラ』は 1947年から1989年にかけて 507冊出版された｡その中からカティンの森

事件に関する記事を34本見つけることができた｡さらにそれを､①一般向けの記事､②学術論文､

③文学的作品､④書評､⑤声明 ･読者からの手紙と､5つのテーマに分類 した｡各項 目では､ま

ず年代ごとにどのような記事があるか簡潔に紹介 し､次にそれぞれの記事の内容を検討する｡

①一般向けの記事

1940年代では､2つの記事を見つけることができた (Krzemuskl,[1949],KomarnlCkl,[1948])｡ど

ちらもニュルンベルグ国際軍事裁判を題材にした記事であるが､その中でカティンの森事件の記

述がいくつか見られた｡1945年 11月から翌年 10月まで開かれたこの裁判では､主に ドイツが戦

争犯罪で裁かれた｡カティンの森事件に関 しては､ソ連が ドイツの犯行であると告発 したが､イ

ギリスもアメリカもこの告発に対 しては支持をせず､結局裁判でこの事件が扱われることはなか

った｡一つ目の記事の筆者は､もしこの裁判の結果の根拠を究明すると､ソ連の政治におけるボ

ルシェビキ党､つまりNKVDが犯罪組織であったことが明らかであると述べている｡二つ目の記

事の筆者は､カティンの森事件については確かに真相を明らかにすべきと述べ､そしてこの犠牲

者は軍人という身分のため追い詰められソ連の捕虜 となった者たちであるが､全体的に見て犠牲

者の大部分は軍の捕虜たちではなく住民なのだと強調 している｡ さらに､ポーランドは第二次世

界大戦中で特に ドイツの侵攻により犠牲者の数が一番多い国で､強制収容所で殺 された人々の数
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は 700万にもなるが､これについてはニュルンベルグ裁判では追及されていないと強く非難 して

い る｡

1970年は､カティンの森事件 30周年であり､それに関連 した記事が載せ られている (KIClhskl ,

[1970])｡アルゼンチン在住の筆者は､『クル トウ-ラ』の編集長イエジ ･ギェ ドロイツと交友があ

り､カティンの森事件 30周年の追悼として記事の掲載を依頼 した｡筆者はポーランド国内ではカ

ティンの森事件を口にすることはできないが､誰の犯行であるかは周知であると述べている｡

そして､1978年の 『クル トウ-ラ』には匿名ではあるが興味深い記事を見つけることができた

(Anonlm,[1978])｡あるカ トビッツェのポーランド文学学会で､作家であるアンジェイ ･ブラウ

ンが､ポーラン ド国内での検閲の厳 しさ､特にカティンの森事件に関する陳述への検閲について

述べている｡ワルシャワのUSIA(UnltedStatesInformatlOnAgency)の通信員､ロン ･ペンシュタイ

ンがこのブラウンの発表に興味を持ち､アメリカ当局へ電報を打った｡それに対 し､ポーラン ド

局のボイス ･オブ ･アメリカはこのペンシュタインの電報をいち早く調べ､その中の､｢ソ連によ

って 1940年に虐殺は行われた｣という記述を削除 した｡この一連の出来事を､ワシン トン ･ポス

トのジャック ･アンデルソンが記事にした｡ボイス ･オブ ･アメリカのポーラン ド局長代理のフ

ェリックス ･プロニッキはペンシュタインの報告がアメリカとソ連の政治的な相互関係に危害を

及す可能性を感 じ､ソ連にとって都合の悪い記述を削除するという行動に出たのであった｡当時､

共産主義下の国々と違い､言論の自由を有するアメリカでこのような検閲が起こりえたのは､ソ

連に対する政治的な配慮からだと思われる｡

②学術論文

このカテゴリーでは､筆者の体験や記録が中心となっている｡1955年 5月号では､1940年当時

ポーランド赤十字社の秘書であったカジミエシュ ･スカルジンスキ(KazlmlerZSkarzyhskl)が 1943

年の6月に ドイツ軍の指揮下でカティンの森に赴き､その時の印象を書き記 している (Skarzyhskl ,

[1951])｡ポーランド赤十字社は当時､ポーランド総督府の中で唯一ポーランドによる主権が認め

られていた組織であった｡事件発覚後､ ドイツ軍の命令でポーランド赤十字社の中から代表で何

人かが､ロンドン亡命政府には内密でカティンの森へ調査に行った｡スカルジンスキはまずスモ
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レンスクに行き､それからグニェズ ドグォ駅から数キロ西へ行ったところにある発掘現場へ赴き､

そこで､遺体や将校たちが持っていた身分証明書や手紙等を調査 した｡遺体の状態や手紙の日付

等を見て､虐殺は 1940年春頃に行われたと彼は確信 したのであった｡彼の調査結果はポーランド

亡命政府や連合国にとって価値のあるものであったが､ ドイツはこの報告書をプロパガンダに利

用 し､そ して連合国とソ連との衝突を期待 した｡ しかし､スカルジンスキは ドイツに協力するこ

とを拒否 し､さらに戦後､共産主義者の下で成立 した挙国一致臨時政府(TymczasovjyRz卑dJedno畠C1

NarodoweJ)との協力にも応 じなかった｡共産主義下のポーランドで彼の報告書はソ連にとって都

合が悪く､スカルジンスキは身の危険を感 じ1946年 5月にロンドン-亡命 した｡そして､その報

告書はポーランド亡命政府に､つまり西側諸国に提出された｡

1970年 5月にヴワディスワフ･アンデルス将軍が亡くなり､彼を追悼 した特別号が出版された｡

その特別号でアンデルス将軍のインタビュー記事が掲載された (slemaSZk o,[1970])｡インタビュ

ーは 1967年 7月に行われてお り､この中でアンデルス将軍はカティンの森事件に関わるポーラン

ド人将校について興味深いことを語っている｡1939年 9月の時点で 1万人以上の将校たちがソ連

軍の捕虜 となり､3つの収容所に送 られたのは周知の事実である｡後にアンデルス将軍が知った

ことなのだが､ソ連軍はポーランド人将校に対 して戦争が終わった後どこに行きたいかというア

ンケー トを行ったとい うのである｡選択肢は 3つあり､そのうちの一つを選ぶのだが､1つ目は

｢ポーランド-帰る｣､2つ目は ｢中立国へ行く｣､そ して 3つ目は ｢ソ連に留まる｣であった｡

将校の大部分は2つ目の ｢中立国へ行く｣を選んだそうである｡数少ない将校が ｢ソ連に留まる｣

を選び､そして彼 らはモスクワのルビャンが へ送 られたのだった｡つまり､3つ目を選んだ者た

ちは虐殺から免れたということである｡

1989年には､国際法におけるカティンの森事件に対する国の責任についての記事が書かれてい

る (Marek,[1989])o筆者はカティンの森事件におけるソ連の責任とは何か､そしてその責任から

どのような影響が及ぶかを分析 している｡ニュルンベルグ裁判では扱われることはなかったが､

ソ連の国際的な責任は権限のある裁判を通 して審理 される必要がある｡筆者は､カティンの森事

件におけるポーラン側の行動 としては懲罰を与え､賠償を得る以外に要求するものはないと結論

2 NKVD､後のソ連国家保安委員会KGB本部がある地名Oそこには刑務所もある0
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付けている｡この記事が掲載 された 1989年には､まだこの種の戦争犯罪を裁く常設の国際司法機

関はなかったが､1998年に国際刑事裁判所が設置されたので､カティンの森事件が今後国際的な

場で審議され ソ連の戦争犯罪が追及されることになるかもしれない｡

上述の記事と同じ号に､1939年 9月にスタロビエスルク収容所にいた元兵士の回顧録が掲載さ

れている (Gre la,[1989])o筆者は 1939年 8月に兵卒として徴兵され､ドイツ軍侵攻の際に戦闘に

参加 し､そして ドイツとソ連 との国境近くでソ連軍の捕虜 となり､スタロビエルスク収容所へ送

られた｡収容所での日々の生活を綴っている｡収容所には筆者のような兵卒だけではなく､将校

や警察官もいたが､一時､ソ連軍人が兵卒たちだけに政治に関する講義を行った りしていた｡兵

卒たちにはいつか解放されると話 していたのに対 し､将校や警察官たちへは死ぬまで働かせると

い う言動を耳にしたと筆者は思い起こしている｡さらに､筆者はソ連兵によるポーラン ド人将校

の処刑を目にしたという｡これは貴重な証言だと言える｡2週間のスタロビエルスクでの滞在の

後､収容所を出て西に移動することになり､その際に見張 りの隙を見て列車から脱出したのであ

った｡

③文学的作品

このカテゴリーでは､ユゼフ ･チャブスキの書いた記事がいくつかある｡チャブスキは 1939年

9月にソ連軍の捕虜 となりスタロビエルスク収容所へ送 られたが､奇跡的に銃殺刑を免れた｡そ

して､1941年 7月のソ連-ポーランド協定により解放され､その後､アンデルス将軍指揮下の在

ソ-ポーランド人部隊に入 り､行方の分からないポーラン ド人将校たちの捜索に携わっていた｡

まず一つ目は 1956年 4月号である(Czapskl,[1956])｡フルシチョフ(NlkltaSergeyevIChKhrushchev,)

のスター リン批判から2ケ月後であり､ポーランドは文化､社会､政治において ｢雪解け｣の時

期を迎えていた｡その最中でチャブスキは､ソ連の中でカティンの森事件の真相の解明をいち早

くすべきだと強く主張し､さらにカティンという名前は将校虐殺の悲劇のシンボルであり､コジ

ェルスク収容所以外の 2つ収容所から行方の分からなくなった将校たちをいち早く捜索すべきだ

と述べている3｡実際､1990年にゴルバチョフが公式に罪を認めるまで､ソ連が真相を語ることは

3 当時､まだオスタシュコフ収容所､スタロビェルスク収容所にいた将校たちの処刑現場が見つかっていない01991
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なかった｡二つ目は､1962年であり､チャブスキ自身が 『非人間的な地で』(Czapskl,[1962])と

い うソ連の捕虜だった時の自身の回顧録第二版を出版 した際に投稿 した記事であった (czapskl ,

[1962])｡この記事で､ソ連の作家でスター リンの死後ソ連で顕著になった社会の自由化の雰囲気

を反映 したイ リヤ ･エレンプルグ (IlyaGrlgOryeVIChEhrenburg)の ｢雪解け｣について若干論評 し

ている4｡さらに､ ドイツに罪をきせたことはソ連の器用な戦略であるとしている｡チャブスキを

は じめ､『クル トウ-ラ』の編集者たちは､ソ連との関係修復にはソ連が過去の認識を改めること

が第一条件であると主張している｡

その他に､1965年 3月号では､スタニスワフ ･ゴス トフスキ(stanlS壬awGostowskl)が実体験をも

とに記事を書いている (Gostowskl,[1965])｡ゴス トフスキは大戦中 ドイツ軍の捕虜であり､1943

年 4月に ドイツ軍の命令で軍人捕虜の代表としてカティン-赴いた｡彼は当初からある一つの疑

いを持っていた｡1942年の時点で ドイツ軍によってすでに将校たちの遺体が発見されていたのに

もかかわらず､公表 したのはなぜ翌年 1943年 4月だったのであろうか｡ゴス トフスキは､ヒトラ

ーがスター リンと連携 したく､そのためにはカティンでの遺体の発見が､今後の交渉において障

害となるかもしれなかったのではないかと推測 している｡ ドイツのグッベルス宣伝相がカティン

の森で約 11,000人の遺体を発見したと公表 したとき､実際 ドイツはさらにソ連領内で殺害された

多くの将校の数を知っていた｡ しか し､発掘された遺体の数はかなり少なく､ ドイツはソ連に全

ての犠牲者に対 して責任を取るべきだと考えていた｡当時オスタシュコフ収容所 とスタロビエル

スク収容所については内密にされていた｡

1976年 11月に再びユゼフ ･チャブスキが記事を出し､そこでイギリス､ロンドンでのカティ

ン慰霊碑の除幕式での､イギリス政府に対 して批判 している (Czapskl,[1976])｡慰霊碑に ｢1940

年｣を刻むことにイギリス政府は難色を示 し､そして除幕式にも出席 しなかったのである｡｢1940

年｣を入れるということは､イギリス側が公式にソ連の犯行だと認めることになる｡冷戦により

緊張が続いている中で､イギリスはソ連に刺激を与えないためにこのような姿勢を示 したのであ

年になって埋葬場所が発見され､発掘作業が始まった｡
4 ｢雪解け｣という言葉は､ソ連･東欧諸国の歴史において1956年以降の一時期をさしており､由来はイリヤ･エ
レンプルグ著のタイトルからきているOエレンプルグは､スターリンの重罪は共産主義者のエリートの中で行わ
れた粛清であると書いているが､カティンの森事件はそれとは異なり､犠牲者の数や統計に関しては文書が公に
されていないのでスターリンの犯罪という前提で検討するのは難しいと述べている0
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る｡何よりもソ連自体､そしてポーランド政府も慰霊碑を作ることに反対 していた｡当時すでに

ザ ヴォ ドニー､フイソツギボンなどが文献を出しカティンの森事件の事実を明らかにしているの

に､イギリス政府はそれ らの文献､そして事件の真相を知 らないはずはないと､チャブスキは強

く批判 している｡

④書評

『クル トウ-ラ』の中で一番カティンの森事件に関する記事が多く見られたのは書評であった｡

ヴワディスワフ･アンデルスより』(Anonlm,[1948])についてヴラガが書評 している(Wraga,[1949])｡

この文献は 1948年にロンドンで出版されているが､評者は戦後まもなくにもかかわらず限 りある

資料を隈なく調べ､充実 した内容になっていると高く評価 している｡さらに､使われた資料のほ

とんどは原本であり､そのおかげ調査結果を主観的に公表することを避けられたのではないかと

述べている｡もう1冊は､ソ連軍による逮捕､連行､強制労働を題材にした文献に関する書評で､

同 じくヴラガが投稿 している(Wraga,[1947])｡

スタロビエルスク､オスタシュコフの捕虜たち』(Moszyhskl,[1949])についてレビエジェフスキの

書評がある牡ebledzleWkl,[1950])｡この文献は､1949年にロンドンで出版されてお り､3つの収容

所で捕虜であった (コジェルスクで約 5,200人､オスタシュコフで約 1,300人､スタロビエルスク

で約 3,000人)ポーランド人将校の名前､生年月日､職業などを記 している｡評者は､この文献

の情報源を高く評価 している｡まずは一つ 目の情報源は､行方不明の将校たちの リス トで､これ

は 1941年に在ソ-ポーランド人部隊の指揮官の下で､そしてその何年後かに在中東-ポーランド

人部隊の指揮官の下でさらに詳 しい資料を集め作成 された｡いずれの機関も虐殺から逃れた者た

ちからの情報も得ている｡二つ目の情報源は､1943年に ドイツで出版された 『カティンにおける

大量虐殺に関する公式資料』(Materlal,[1943])であるが､これは事件発覚直後の調査報告であり､

遺体の数に関しては比較的信悠性があると評価 している｡そして三つ目の情報源は､カティンの

森で発掘作業に携わったポーラン ド人からの証言である｡
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さらに､1955年には 『戦争の歳月』(Goetel,[1955])についてヤシンチクの書評がある(Jaslehczy k,

[1955])｡ゴェテルは､1943年にポーランド人で初めてカティンに行き､遺体発掘現場を見た人物

である｡

1960年代には､1965年ニューヨークで出版された 『6時 30分で止まった時間 知 られていな

いカティン事件より』(wlttlln,[1965])についてのザモルスキの書評 (zamorskl,[1966])と､1966年

パ リで発行 された 『カテ ィンの虐殺』(Montfort,[1966])へのチャブスキの書評がある(Czapskl,

[1966])｡後者の文献については､特にカティンの森事件をフランス側の視点から見た特徴を述べ

ている｡

1970年代にはカティンの森事件に関する書評はなく､1980年代に2つの書評がある｡1冊目は

『痕跡の安全』(odo｣ewskl,[1984])で､1984年にパ リで出版され､1939年のソ連軍侵攻､ポーラン

ド人移送､収容所､そ してカティンの森事件について書かれている｡書評はプロンスキ(Brohskl,

[1985])が行っている｡2冊目は 1988年にロンドンで出版された 『カティンの森』(畠wl卑tek,[1988])

で､シフイアニエピッチの書評がある(SwlanleWICZ,[1989])｡著者は 1950年から1956年までソ連

内の収容所にお り､その時にカティンの森事件が囚人の中で密かに話題になっていたと書いてい

る｡この文献の書評を投稿 したシフイアニエピッチは､カティンの森事件から奇跡的に生還 して

いる事件の生き証人の一人である｡シフイアニエピッチは､この記事の中で西側諸国で出版され

たその他のカティンの森事件に関する主要な文献を列挙 し､内容を短く紹介 している｡

1947年から 1989年までの書評で､全ての評者は､カティンの森事件はソ連の犯行によるもの

だと認識 している｡つまり､西側諸国では事実を隠すことなく自由に見解を示せたとい うことが

明らかである｡

⑤声明､読者からの手紙

1964年にユゼフ ･チャブスキが抗議の手紙を出している (Czapskl,[1964])｡ある本の中で､｢オ

スタシュコフ､スタロビエルスク収容所の囚人たちがカティンで殺害された｣という記述があっ

た｡チャブスキはこれに関し､カティンで殺害されたのはコジェルスク収容所にいた者たちであ

るとしている｡オスタシュコフ､スタロビエルスク収容所にいた者たちがどこで殺害され､埋め
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られたのかはその当時ではまだ分かっていなかった｡

1980年の 5月号で社会自衛委員会の声明が出された(KomltetSamoobronySpo壬eczneJ"KOR",

[1980])｡1980年はカティンの森事件 40周年であるが､まだオスタシュコフ､スタロビエルスク

収容所から連れ出されて殺害された将校たちの人数､そしてその遺体がどこに埋められているか

も分かっていない｡ さらに､ソ連はまだ ドイツの犯行だと主張していた｡社会自衛委員会はこの

声明で､カティンの森事件の真相の解明を求めただけでなく､さらには 1939年 9月 17日以降の

ポーラン ド人市民に対するソ連の犯罪をも明らかにするとともに､裁きを与えるべきだと要求 し

ている｡

同じ号に､事件 40周年の追悼 として上記とは異なる声明も出されている｡32人のロシア人が

｢カティンの森事件を決 して忘れることなく､そしていち早くソ連が罪公式に認めることを求め

る｣という声明に署名 している｡

4.『タル トr)-ラ』とカティンの森事件との関わ り

①ユゼフ ･チャブスキ

ユゼフ ･チャブスキは､インスティチュー ト･リテラツキ出版での編集者のうちの一人である

とともに画家としても知 られている｡上記でも述べているが､第二次世界大戦が始まるとすぐに

動員され､その後ソ連軍の捕虜とな りスタロビエルスク収容所へ送 られた｡そして奇跡的に虐殺

から生き残 り､1941年 7月 30日に調印されたソ連-ポーランド協定による特赦で解放された後､

再び軍隊に入 り､ソ連軍によって移送されたポーランド軍将校たちの行方の捜索にあたっていた｡

編集長のギェ ドロイツとは､戦時中ポーランド軍のイラク滞在中に出会い､約半世紀来の友人で

もある｡戦後､パ リに移 り､ギェ ドロイツらとともにインスティチュー ト･リテラツキ出版を立

ち上げ､亡くなる 1993年まで編集者として従事 し続けた｡『クル トウ-ラ』へは､カティンの森

事件に関する記事だけではなく､様々なジャンルをテーマに投稿 している｡カティンの森事件に

関する記事は前述の通 りである｡

彼の代表作､『非人間的な地で』(Czapskl,[1962])は､インスティチュー ト･リテラツキ出版によ
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って 1949年に出版 された｡そ して､第二版は 『ビブリオテカ ･クル トウ- リー』シリーズ76号

として 1962年に出版されている｡チャブスキは､1939年 9月のソ連軍侵攻によって捕虜 となり

スタロビエルスク収容所へ送 られたが､虐殺は免れることはできた｡この書籍は､1942年から1947

年にかけて､ソ連軍の捕虜生活､後に解放 されアンデルス将軍と共に行方不明の将校たちの捜索

に従事 した筆者の回顧録である｡カティンの森事件については全く触れず､さらに将校たちの行

方の調査報告も書かれておらず､これは筆者が-ポーランド人として考え方や洞察力をふまえて､

ソ連でどう過ごし､生き残ったかを語っているものである｡ポーランド国内では､1982年に地下

で出版されている｡

②スタ=スウフ ･シフイア二エピッチ

スタニスワフ ･シフイアニエピッチは､戦前よりドイツとソ連の経済比較について研究に従事

し､ヴィリニュスの大学で教鞭を執っていた｡第二次世界大戦が勃発するとすぐに軍隊に召集 さ

れ戦闘に参加 したが､ソ連軍の捕虜となりコジェルスク収容所へと送 られた｡1940年 4月頃から､

収容所にいた仲間が次々と移送されて (処刑へと向かって)いた中､4月 29日にシフイアニエピ

ッチも移送されることになった｡仲間たちがカティン近くのグニェズ ドグォ駅で列車を降 り､車

で移送されていく中で､彼だけが列車に留められ処刑を免れた｡彼の研究の専門が ドイツとの関

係においてソ連にとって役に立つとみなされ､生き残ることができたと考えられている｡その後､

ル ビャンカそ して収容所を転々とした後､チャブスキと同様､1941年 7月 30日に調印されたソ

逮-ポーラン ド協定の特赦により解放され､1942年 4月に解放 されクイビシェフ5の在ソ連ポーラ

ン ド公使館で勤務 し､後にスタニスワフ･コット(stanlS壬awKot)大使 と共にクイビシェフを去った｡

戦後はロンドンに住み､在外研究としてインドネシア､アメリカ､カナダで再び教鞭を執った｡

シフイアニエピッチと 『クル トウ-ラ』の関係は､1948年よりギェ ドロイツとの手紙のや り取

りから見ることができる｡1948年 2月のギェ ドロイツからの手紙には､シフイアニエピッチがカ

ティンの森事件を経験 していること､そ してソ連の経済 ･政治事情に精通 していること等を挙げ､

5 当時､在ソ連ポーラント公使館があった01935年から1990年までこの都市はタイビシェフと呼ばれていたが
現在はサマーラという名称に変わっている0
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『クル トウ-ラ』への協力､投稿を依頼 している6｡その後､シフイアニエピッチは亡くなる1997

年まで頻繁にギェ ドロイツと手紙のや り取 りをし､情報交換､論文投稿等で 『クル トウ-ラ』運

営に協力をしている｡

前述のとお り､『クル トクーラ』の 1950年 2,3月号でレビエジェフスキが 『カティンのリス ト

虜たち』(Moszyhskl,[1949])の書評をしているが､これは仮名を使ってシフイアニエピッチが書い

たものである (LebledzleWSkl,[1950])｡1949年 12月のシフイアニエピッチからギェ ドロイツ-の

手紙に､｢家族の安全のために自分の名前は一切伏せてほしい｣と記 されている7｡シフイアニエ

ピッチという名前が出てしま うと､ポーランド国内にいる家族にソ連警察の手が伸びることを恐

れたためである｡

1976年にインスティチュー ト･リテラツキ出版より彼の著書である『カティンの闇』(swlanleWICZ,

[1976])が出版されている｡この文献では､シフイアニエピッチがソ連の捕虜であった時の回顧録､

そ して自身が見たカティンの森事件について書かれている｡『クル トクーラ』では､1989年にカ

ティンの森事件に関する書評を投稿 している(SwlanleWICZ,[1989])｡

③ 『クル トウーラ』とカティンの森事件

『クル トクーラ』は上述の通 り､国外にいるポーランド人だけではなく国内にいる人々にとっ

ても､社会 ･文化 ･歴史におけるポーラン ドというアイデンティティを再確認するための最も重

要な雑誌であったことには間違いない｡『クル トウ-ラ』はパ リで発行されたが､唯一ポーランド

-送 られた雑誌であり､特にインテ リたちの間で読まれていた｡例えば､イエジ ･ギェ ドロイツ

はクラクフのヤギェウオ大学付属図書館へ 『クル トクーラ』を送付 したと言われてお り､特別の

研究者だけが手に取ることができた｡当時､共産主義勢力はそこまで検閲 しなかった｡ さらに､

非合法的な経路ではあったが､一部の一般人の間でも読まれるようになった｡そこから､人々は

今まで詳細不明であったカティンの森事件の事実を知ることができたのである｡

6 1948年 2月24日付手紙､イェジ･ギェトロイツからスタニスワフ･シフイアニエピッチ-O(未公開資料･パ
リ､インスティチュート･リテラツキ出版所蔵)
7 1949年 12月30日付手紙､シフイアニエピッチからギェトロイツ-O(未公開資料･パリ､インスティチュート･
リテラツキ出版所蔵)
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戦後､カティンの森事件の文献は西側諸国で多く出版されてお り､その書評等が 『クル トウ-

ラ』が掲載されている｡国内では事件を口にできない状況下でも､インテ リたちによって 『クル

トウ-ラ』が読まれ､事件に対する西側諸国の動向を知ることができたのである｡また西側諸国

に対 しては､たとえば前項で記 した 2名が､事件の目撃者としての彼 ら自身の体験を 『クル トウ

-ラ』で公表することで､カティンの森事件に対する西側諸国の人々の認識を深めさせる役割を

果たした｡

5.『タル トr9-ラ』の分析

本章の分析を通 じ､次の点が明らかになった

(1) 『クル トウ-ラ』は､文芸誌でありながら､カティンの森事件を頻繁に取 り上げてお り､学術

的にも資料的にも価値の高い情報を提供するとともに､自由にこの間題を語ることができる場

となっていたことが､全号をチェックしてカティンの森事件関連の文献をピックアップするこ

とで改めて確認された｡

(2) 『クル トウ-ラ』が国内外で影響力を持った理由として､それがポーランドの知性と教養を代

表する著名な執筆陣に支えられていたこと､国内のポーランド人と亡命ポーランド人の同胞 と

してのアイデンティティを確認する場として広 く認知されていたこと､創設者､編集者の経歴

と人脈が雑誌の性格と質に大きな役割を果たしたこと､ポーランド国内に大量に送 り込まれて

国内的にも認知度が高かったこと､著名な知識人や文化人を擁 した文芸誌とい うスタンスを崩

さなかったことにより､単なる反響宣伝の政治雑誌に陥 らず､ポーランド人の知性と不屈の意

思の発露というレベルでの議論を維持することができたこと､等をあげることができる｡

(3)『クル トウ-ラ』では度々カティンの森事件の記事､文献を取 り上げているが､年代別に見る

と､80年代が一番多く､10本の記事が掲載されている｡そしてその中で､特に 1989年に集中

している｡このことは､国内の政治動向､国民運動と密接に連動 していたことを示 している｡

(4)『クル トウ-ラ』に掲載されたカティンの森事件についての記事の多くは､筆者 自身の回顧録

や書評であった｡書評は､西側で発行された資料や文献になかなかふれることのできないポー
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ランド国内の人々にとって､外国の研究の一端を知る貴重な情報源でもあった｡

(5)国内の地下出版での議論が､カティンの森事件の詳細や虐殺された将校の特定などに関心を向

けていくのに対 し､『クル トウ-ラ』誌上での議論は､西側の研究動向を伝える､西側政府がこ

の間題を政治的に処理 しようとしたときそれを批判する､現代の国際関係史の中でこの間題を

とらえようとする努力がなされた､等の点で特徴が見られた｡

(6) 『クル トウ-ラ』は､国内では公表することが難 しい体験者の回想録や､事件の真相に迫る率

直な意見を掲載 してお り､この事件を解明しようと努力すると同時に､事件を風化させず世界

に訴え続けるとい う大きな役割を果たした｡

6.ポーラン ドにおける地下出版

1976年から 1990年までポーランド国内における地下出版は機能 した｡地下出版の目的は､国

内の共産党当局の主導下での情報流通を独占を打ち破るためであり､検閲を防ぎ､非合法的な出

版や反体制派による出版でソ連にとっで情報統制されていた内容での文献が出回るようになった｡

1976年から1980年にかけて､約 300冊の本および小冊子､約 200冊の雑誌が出され､同時に

35の地下出版社が創設された｡1980年代になると､共産主義下の国で初の労働者による自主的な

労労働組合で非共産党系組織である ｢連帯｣が発足 したことで､社会における反体制運動が活発

になり､それに連動するように地下出版の動きも盛んになった｡1980年 8月から1981年 12月の

間に非合法出版社の数は 160社に増え､約 160冊の本および小冊子､約 3,200冊の雑誌が､そし

て 1981年 12月 13日から1987年 12月 31日までには､ 1,736冊の雑誌､3,132冊の本や小冊子が

出回った｡1981年 12月 13日に戒厳令が発令されたことにより (1983年 7月 22日まで)､作家や

出版を担 う人々が次々に逮捕 された りなど厳 しく取 り締まられるようになったことから地下出版

の状況は変化 した｡ しかし､そのような厳 しい条件の中でも情報統制を何とかして打ち破ろうと

人々は立ち上がり､新たな出版活動が現れた｡1982年の時点では､313冊の本や小冊子､785冊

の雑誌､そしてかろうじて35社が戒厳令の中､定期刊行物を出すことに成功 している｡

特に､戒厳令発令中での出版物は非常に重要だと言われている｡国内中の情報が管理され､人々
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が外の情報を得 られない中で､地下出版は特に人々の情報収集に一役を買った｡ さらに､地下出

版では､カティンの森事件など共産主義体制下に公の場で口にすることができなかったことだけ

ではなく､小説､エッセイ､演劇､映画､詩､日記や思い出､インタビュー､歴史､政治､経済､

社会などを自由なテーマを扱っていた｡このようなことから､地下出版は情報伝達だけではなく､

人々の娯楽を提供する役割も担っていたことが分かる (Zblewskl,[2008],pp42-46)｡

このように､共産主義時代の西側諸国のカティンの森事件研究は､地下出版を通 じてポーラン

ド国内に広められたことから､地下出版は本項で挙げた 『クル トウ-ラ』とも密接な関連性を持

ち､情報提供 という大きな役 目も果たしていたことが明らかである｡
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第3章 遺族に対するインタビュー調査

1.インタビューの目的 ･手法

これは､2009年 5月から8月にかけて､カティンの森事件によって父親もしくは夫を失った遺

族に対 して行ったインタビュー調査である｡このインタビューの目的は､事件の遺族 らが事件以

降どのような人生を送 り何を考えてきたかを明らかにすることにより､カティンの森事件の真相

とは別に､時代の局面でカティンの森事件がどのように扱われてきたかを明らかにすることであ

る｡すなわち､歴史的空白となった第二次世界大戦の悲劇的事件であるカティンの森事件が､戦

後の冷戦体制下で､また冷戦体制崩壊後の世界の中でどのように政治利用されてきたかを､遺族

の個人的体験をたどることによって浮かび上がらせたい｡

遺族の高齢化が進むと､世代的の問題関心にも隔たりが生 じて しまうだろう｡現在､遺族会で

活動 している子ども世代は主に70歳代から80歳代の人々である｡あと10年 20年もたてば､彼

らの生の戦争経験の証言を得ることは難 しい｡本インタビューの実施と分析によって得 られるで

あろう成果は､彼 らの歴史認識､および社会意識の変化を政治的な利害関係がなく捉えることが

できること､そ して現在でも政治的に利用 されるこの事件を､国家レベルだけではなく国民レベ

ルの視点から歴史観を分析することができることである｡

本来､歴史は史料に基づき記述されなければならないのは確かである｡そして､そのテーマの

登場人物の行為を史料の裏付けな しで記述することは歴史の意に反 している (渓内,[1995],

pp141-142)｡これまで､カティンの森事件の遺族が肉親との別れから現在に至るまで､どう考え､

生きてきたかを証明する史料は皆無に等 しい｡そのため､インタビューという方法からその空白

を埋め､時代背景や歴史的事実に関する証言を史料 と照らし合わせることで､歴史学としてのイ

ンタビューの位置付けを合理的に証明したい｡

インタビューの方法は次の通 りである｡インタビューの対象者は､ポーランド南部クラクフ ･

カティン遺族会(stowarzyszenleRodzlnOflarKatynlaPolsklPohldnlOWeJWKrakowle)に属する人々と
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する｡遺族会について述べておきたい｡まず､全国を取 りまとめるカティン遺族連盟(Federac｣a

RodzlnKatyhsklCh)があり､それは 1992年 12月設立された｡本部はワルシャワにあり､国内各地

の遺族会を統括する｡そして､各都市 (全国34都市)にも遺族会が置かれてお り､それ らはカテ

ィン遺族連盟 とつなが りを持つ｡

ポーラン ド南部クラクフ ･カティン遺族会は､1986年から 1989年の間に一部の遺族による地

下出版等の資料収集を主に活動を始めた｡徐々に他の遺族もその活動に協力するようにな り､1990

年 7月 5日には裁判所の承認を得て登録された｡この遺族会の会員 らにより執筆 された文献『1989

年から1995年までのポーラン ド南部クラクフ･カティン遺族の歩み』(StowarzyszenleRodzlnOfiar

KatynlaPolsklPohldnlOWeJ,[1995])が 1995年に出版されている｡遺族会設立に至る経緯から当初

の活動 (クラクフでのカティンの森事件に関する展示会開催､クラクフの慰霊碑の建設 ･除幕式､

カティン ･ミエ ドノイエ ･ハルキフ-の訪問記録など)がまとめられている｡会員は約 800人で

ある (2003年現在)｡遺族会設立の目的として､(a)カティンの森事件犠牲者の墓地訪問の企画､

(b)カティンの森事件にまつわる場所､墓地や慰霊碑の保護､(C)遺族会会員の中での相互協力､

(d)資料収集､遺族会の集会､展示会の企画､(e)他の都市や国外の遺族会との緊密な関係を結ぶ

ことが挙げられている (StowarzyszenleRodzlnOfiarKatynlaPolsklPohldnlOWeJ,[1995],p21)｡

自身がクラクフに留学 していたため､そこにあるポーランド南部クラクフ ･カティン遺族会に

属する人々とコンタク トを取ることができた｡クラクフを選んだことに関して､特にこの遺族会

が特殊性を持つわけではないことを付け加えておきたい｡

インタビュー方法に関して､聞き手が質問をあらかじめ用意 し､対象者にはそれに対 して自由

に答えてもらう｡対象者ごとに質問を変えるのではなく､同一条件で行った｡また､事前に遺族

会-インタビューの告知､質問表を見せ､承諾 してくれた人に対 して個別に予定を相談 した｡注

意点として､回答が暖味になる可能性が否定できない｡年代や事柄の回答に対 しては､他の諸資

料をつき合わせて検証 していく必要がある｡それでも､本インタビューによって､対象者の話を

できるだけ忠実に書き残 し､歴史史料として残 したい｡言語の面においては､ポーラン ド語と日

本語との表現の違いによって誤訳が起きないよう､これに関してもなるべくポーランド語の表現

に沿った邦訳を進めた｡インタビュー後､まずはポーラン ド語の音声記録を起こした｡そして､
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その原稿を対象者へ送付 し､修正､付け加え等をしてもらい､そ して論文への実名による個人情

報の利用および公表の承諾を得た｡

実施期間 2009年 5月 20日から2009年 8月4日まで｡

場所 各対象者の自宅､もしくはポーラン ド南部クラクフ ･カティン遺族会事務所(住所 ul

Rzeム11CZa2a,31-540,Krak6 W,Polska)

質問項目

1.氏名､生年月日､出生地｡

2.父親/夫の名前､階級､どこで殺害されたか｡

3.最後に父親/夫を見たのはいつか｡

4.父親/夫 と通信が途絶えたのはいつか｡

5.いつ､どのようにして殺害されたのを知ったか｡

6.戦中どこに住んでいたか｡そ して父親/夫の連行によって､家族への抑圧があっ

たか (危機にさらされたか)｡

7.共産主義時代の間､調査を試みたか｡それに対する政府の圧力があったか｡

8.1989年の体制転換後､真相究明に向けて状況がどのように変化 したか｡自ら何か

行動を起こしたか｡

9.遺族会の活動｡

10.カティンの森事件に関して現在の抱える問題｡

11.ポーランド､ロシアに対する率直な気持ち｡

インタビューでの時代設定として､戦中､共産主義時代､体制転換期 と大まかに区分 している

が､その区分 した中でも指導者によって体制の状況は全く異なる｡カティンの森事件の転機つま

りソ連が犯行を公式に認めたのは 1990年である｡ポーランドの体制転換は 1989年､ソ連の社会

主義崩壊は 1991年である｡1980年代あたりから､事件を語 りやすい雰囲気になってお り､体刺

崩壊は予知されつつ､ソ連の事件の公式見解そして体制転換は一連の流れであることを付け加え

-54-



ておきたい｡

2.インタビュー対象者に関する情報

質問1､2:氏名､生年月日､出生地｡父親4449夫の名前､階級､どこで殺害されたか｡

･人数 13人 (男性 1人､女性 12人)

ポーランド南部クラクフ ･カティン遺族会代表によって適当な人を紹介 してもらい承諾を得た

人々｡各人考え方に偏 りがあるかもしれないが､遺族会の公式見解とは言えずとも､遺族の全体

的な感情を代表 していると考えられる｡

･年齢層 70代から90代

･子ども世代 12人､妻世代 1人

･クラクフ在住者 12人､ワルシャワ在住者 1人 (ワルシャワの遺族会に所属)

･埋葬場所による対象者の内訳

-カティン(katyh) 3人

-ハル キフ(Chark6W) 5人

- ミエ ドノイエ(Mle血o｣e) 3人

-ピコプニアPykownla)6 1人

-コジェルスク収容所から生還 1人

8 ヵティン､ミエ トノイェ､ハルキフに続き､新たに発覚した埋葬場所O発掘はされているがまだ墓地は建設され

ていない｡ピコプニア(Bykowma)はウクライナ ･キェフ近郊に位置する｡
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対象者の詳細 (敬略称)

[1】カティン(Katy血)

①マ リア ･シェミンスカ ･パペシュ(MarlaSlemlhska-Paperz)

1932年 2月 11日生､モ ドリン(Modlln)､戦争勃発当時 (1939年時点)7歳､

父親 ル ドグィク ･ナポレオン ･シェミンスキ牡udwlkNapoleonSlemlhskl)

1897年 1月 31日生､クラクフ(Krak6W)､殺害当時 43歳､職業 軍人 (少佐)

②マ リア ･パブウオプスカ(MarlaPaw壬owska)

1930年 4月 10日生､スタニスワプフ(StanlS壬aw6W)､戦争勃発当時 9歳､

父親 ヤン ･ザレスキ(JanZaleskl)

1902年 1月 18日生まれ､ザルジェ(Zamdzle)､殺害当時 38歳､職業 裁判官 (陸軍中佐 ･予備軍)

③マグダレナ ･プゾフスカ(MagdalenaBzowska)

1939年 7月 16日生､クラクフ(Krak6W)､戦争勃発当時 15ケ月､

父親 イエジ ･プゾフスキ(JerzyBzowskl)

1903年 7月 4日生､カリシュ(KallSZ)､殺害当時 37歳､職業 鉄道員 (陸軍中佐 ･予備軍)

【2】ミエ ドノイエ(Miednoje)

④ ヴワジスワヴァ ･クシャノフスカ (最初の夫の名字)､ルシン (2番 目の夫の名字)

(W壬adys壬awaKrzanowska[最初の夫の名字]､Rusln[2番 目の夫の名字])

1913年 8月 1日生､シフイエジョバ (畠wlerZOWa)､戦争勃発当時 26歳

夫 ユゼフ ･クシャノフスキ(J6zefKrzanowskl)

1909年 3月 1日生､サンボル(Sambor)､殺害当時 30歳､職業 技師 (一般民の犠牲者)
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⑤ ミハ リナ ･ビアウェツカ(MIChallnaBla壬ecka)

1925年 9月 9日生､スウコピッェ(SulkowICe)､戦争勃発当時 14歳

父親 ミハ ウ ･ヴワジスワフ ･カニク(MICha壬W壬adys壬awKanlk)

1895年 8月 16日生､リバジョピッェ(恥barzowICe)､殺害当時 45歳､職業 警官

⑥ヤ ドグィガ ･グジブ(JadwlgaGrzyb)

1926年 1月 6日生､パルチンツェ伊alczyhce)､戦争勃発当時 13歳

父親 ヤクプ ･クリマ(JakubKllma)

1893年 7月 2日生､ザグジェ(Zag6rze)､殺害当時47歳､職業 警官 (警察署長)

※1940年 4月 10日に､カティン関係の家族とい うことでNXVDに逮捕され､4月 13日には北カ

ザフスタン-移送された｡

[3】ハルキフ(Chark6W)

①ズビグニエフ ･シェカンスキ(zblgnleWSlekahskl)

※ポーランド南部クラクフ ･カティン遺族会代表

1937年 9月 7日生､ビドリン(Bydlln)､戦争勃発当時 2歳

父親 ロマン ･シェカンスキ(RomanSlekahskl)

1907年 2月 6日生､キエルツェ(Klelce)､殺害当時 33歳､職業 教師､校長 (陸軍中佐 ･予備軍)

②ダヌータ ･ベ ウトフスカ(DanutaBe祉owska)

1927年 11月 16日生､スバ ウキ(suwa壬kl)､戦争勃発当時 13歳

父親 レオン ･ヤン ･パンチャキエヴィッチ牡eonJanPanczakleWICZ)

1897年 5月 16日生､ノビイタルグPovjyTarg)､殺害当時 43歳､職業 将校､騎兵隊少佐
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③ヤニーナ ･ソリンスカ(JanlnaSollhska)

1932年 6月 13日生､クラクフ(Krak6W)､戦争勃発当時 7歳

父親 アレクサンドル ･フェリックス ･コラレフスキ(AleksanderFellksKoralewskl)

1897年 11月 20日生､ワルシャワ(Warszawa)､殺害当時43歳､職業 陸軍大佐

④ハンナ ･マルスカ(HamaMarska)

1939年 8月 23日生､ワルシャワ (Warszawa)､戦争勃発当時生後 1週間

父親 ボフダン ･ザクシェフスキPohdanZakrzewskl)

1912年 6月 22日生､ トウワ ロシア(Tu壬a)､殺害当時 27歳､職業 鉄道員､学生 (陸軍中佐 ･

予備軍)

⑤ヤニーナ ･ポッドグルチク(JanlnaPodg6rczyk)

1929年 9月 1日生､ブシェミシル伊rzemyil)､戦争勃発当時 10歳

父親 シモン ･スコチラス(SzymonSkoczylas)

1894年 10月 27日生､ヴァドピッェ(WadowICe)､殺害当時 46歳､職業 陸軍中佐

[4】ピコプニア(Bykownia)

①ゾフイア ･チェシェルスカ(zofiaCleSlelska)

1931年 2月 11日生､ ドゥロホピッチ(Drohobycz)､戦争勃発当時 8歳

父親 ヤン ･プリドレグィッチ(JanFrydlewICZ)

1890年 3月 24日生､スター リーサンボル(StarySambor)､殺害当時年齢不明､職業 法律家 (陸

軍中佐 ･予備軍)

※1940年 4月 10日に､カティン関係の家族とい うことでNXVDに逮捕され､4月 13日には北カ

ザフスタン-移送された｡
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[5】コジェルスタ収容所から生遭

①ベルナデタ ･シェグロフスカPemadetaSzeglowska)

1934年 5月 16日生､ヴィリニュス(Wllno)､戦争勃発当時 5歳

父親 スタニスワフ ･シフイアニエピッチ(stanlS壬awSwlanleWICZ)

1899年 10月 26日生､ダウガフピルス ラ トビアPyneburg)､1940年当時41歳､職業 ヴィリニ

ュスのステファン ･バ トリー大学教授 (法律家､経済学者)｡

※1940年 4月､仲間たちがカティン近くのグニェズ ドグォ駅で列車を降 り､車で移送されていく

中で､彼だけが列車に留められ処刑を免れた｡彼の研究の専門が ドイツとの関係においてソ連に

とって役に立つとみなされ､生き残ることができたと考えられている｡戦後ロン ドンに留まり､

その後インドネシア､アメリカ､カナダで教鞭を取る｡

3.インタビューの全内容

質問3:最後に父親Py夫を見たのはいつかD

･カティン

パペシュさん 戦争が始まる 1ケ月前に父親は徴兵され､家族 と別れることになった｡戦争勃発

後､父親側のお じのいつクラクフ-移る｡当時､自分は 7歳､弟は 5歳だった｡

パブウオプスカさん 1939年 8月 27日に父親と別れる｡父親は徴兵された｡

プゾフスカさん 戦争が勃発 した時は､まだ 15ケ月だったから何も覚えていない｡

･ミエ ドノイエ

クシャノフスカさん 1939年 8月の終わり｡

ビアウェツカさん 最後に父親と会ったのは 1939年 9月 9日､ザモシチ近くのヤヌフ(Jan6W)で｡

ドイツ軍の空襲から東へ逃げていた時で､その時に父親はこれ以上遠くに行かず引き返すように

家族に言った｡
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グジブさん 1939年 9月 17日の朝､父親は警察署長として部下と一緒に逮捕 された｡

･ハルキフ

シェカンスキさん 1939年当時 2歳だったので覚えていない｡

ベ ウトフスカさん 1939年 9月 3日から6日の間に父親は戦争へ行った｡

ソリンスカさん 1939年 9月 1日か2日に父親 と別れ､その後疎開した｡

マルスカさん 生まれてまだ 2週間程だったので何も覚えていない｡

ポッドグルチクさん 父親は命令を受け､ボフニアから早めに旅立って行った｡ 自分と母と妹も

ボフニアを去る｡9月 4日に トマショフ ･ルベルスキで､父親が軍隊で移動するところを見かけ

た｡自分たちもドイツの空襲から逃げる｡9月 10日に父親は トマショフ近くの森の中にいた家族

のところへ来て､そこで父親 と別れを交わ し､伝令が来たので父親は命令に従いバイクで去って

行った｡自分たちは､父親の同僚の将校と一緒に逃げ続けた｡9月 17日の時点で東からソ連が攻

めてきたので､また来た道を戻らなければならなかった｡父親はル ヴフ近郊でソ連軍の捕虜にな

っていた｡

･ピコプニア

チェシェルスカさん 1940年 4月 10日/11日の夜中にNKVDによって逮捕された｡2日後の4月

13日には家族も逮捕 され､母､兄､姉､自分もNKVDによって移送された｡

･コジェルスク収容所から生還

シェグロフスカさん 1939年 8月 28日か 29日｡父親が軍隊に行く時に別れを交わ した｡
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質問4:父親444'夫と通信が途絶えたのはいつか｡

･カティン

パペシュさん 1939年 11月にコジェルスク収容所からお じ宛に手紙が届く｡家族はクラクフに

いるお じの家絵に身を寄せていると思ったからである｡手紙の中には妻や子供たちのことも書か

れていた｡当時､収容所にいた将校は一人-通だけ､検閲付きで手紙を書くことが許されていた｡

母親が返事を書く｡

パブウオプスカさん 1940年 2月 17日にコジェルスク収容所から手紙が届く｡

プゾフスカさん 1939年 12月頃､母親はコジェルスク収容所から手紙が届いた｡母親は返事を

書いたが宛先不明で戻ってきた｡

･ミエ ドメイエ

クシャノフスカさん 1940年 2月頃にロシアのカー ドを受け取る｡唯一の手紙｡

ビアウェツカさん 唯一の手紙は､1939年 12月 1日に投函され､ロシア語で住所書かれていた｡

中身には､父親はオスタシュコフの収容所にいると書かれていた｡家族がその手紙を受け取った

のは 1940年 1月 20日｡家族への心配も書かれていた｡

グジブさん 1939年 11月か 12月｡オスタシュコフ収容所からの唯一の便 りには､家族への心配

の他に､暖かい服､にんにく(健康のため)､50ルーブルを送って欲 しいと書かれていた｡

･ハ/レキフ

シェカンスキさん 父親は 3通の手紙を出していた｡それ らはスタロビエルスク収容所からで､

そこにいるということがわかった｡

ベ ウトフスカさん 1940年 3月 21日に一度だけ電報が届いた｡手紙の内容は ｢自分は健康で大

丈夫だ｡｣と書かれていた (皆同じように書かされていた)｡

ソリンスカさん 1940年 3月 22日の手紙が最後の父親の知 らせだった｡その前は､1939年 11月

29日､12月 24日､1940年 2月 8日に届いている｡

-61-



マルスカさん 1940年にスタロビエルスク収容所から手紙が届く｡

ポッドグルチクさん 1940年 3月 17日にスタロビエルスク収容所から電報が届 く｡父親 とその

友人のサインがあった｡電報は ドイツ語で書かれてお り､友人宅に届けられていた｡母親は 4月

30日に返事を出したが宛先不明で戻ってきた｡

･ピコプニア

チェシェルスカさん 父親からの便 りは全くない｡父親の消息を知ったのは 1991年になって初め

て｡1940年 4月 13日の夜に5人のNKVDの役人が来て､手に持てるだけの荷物を用意 しろと言

われた｡

･コジェルスク収容所から生還

シェグロフスカさん コジェルスク収容所からの手紙はないと言っている｡他の書類等はあるの

にコジェルスク収容所からの手紙だけはない｡6つ年上の姉はただ覚えていないだけと言ってい

る (当時本人は 6歳)｡母親は夫がコジェルスク収容所にいるということを知っていたヴィリニュ

スからはたくさんの人が逮捕 され､収容所に送 られ､そこから手紙を出すことがあった｡ ヴィリ

ニュスに届いた手紙を街が届け先を探 し､その時に名字を見て､自分の父親はコジェルスク収容

所にいるということが分かった｡父親は誰か知 り合いに手紙を送ったと思われる｡おそらく､母

親は子どもの安全のために手紙を隠 したのではないかと思 う (子 どもは何も知 らずにコジェルス

クという名を口にして しまう恐れがあったからだと考えられる)｡

質問5:いつ､どのようにして殺害されたのを知ったかO

･カティン

パペシュさん 1943年 4月､ ドイツ当局によって発刊 されたポーランド人向けの新聞に父親の名

前が載っていた｡

パブウオプスカさん 1943年 6月､ドイツが発行 したル ヴフでの新聞に父親の名前が載っていた｡
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プゾフスカさん 新聞の犠牲者 リス トに名前はなかった｡1991年になって初めて知った (※1943

年 4月 13日の ドイツによる事件の発表はカティンのみ)｡

･ミエ ドノイエ

クシャノフスカさん 1943年のカティンの公表の際に､自分の夫もカティンで死んだと予測 した｡

確証を得ることはできなかった｡

ビアウェツカさん 1943年のカティンの公表で父はもう生きていないと悟った｡毎日ゴル リッツ

ェの中央広場でカティンの犠牲者の名前を読み上げる放送を聞きに行った｡1990年になってから

オスタシュコフ収容所の犠牲者 リス トで父の名前を見つけ､初めて消息を知った｡

グジブさん 1940年 4月 13日に北カザフスタン-移送 される (1946年の 5月か 6月に帰国)｡そ

こで母は､オスタシュコフ収容所の父宛に手紙を出すが､宛先不明で返ってくる｡兄がアンデル

ス将軍の軍に入 り､テ-ラン､パ レスチナから兄は ｢ポーランド政府は消息不明の将校たちを捜

索 している｣という手紙を出す｡ しかし､家族の元へは届くことはなかった｡1946年になってや

つと､ロンドンにいた兄は家族を探 し当てた｡兄によると､父の消息の情報は何もなかった｡ し

か し､イギリスでは 3つの収容所にいた捕虜たちに関する議論があったとい う兄からの知 らせに

て､父はもう生きていないと予測 した｡

･ハ/レキフ

シェカンスキさん 1943年のカティンの発表の際､父はもう生きていないと予測 した｡正式に知

ったのは 1990年｡

ベ ウトフスカさん カティンはスタロビェルスク収容所から離れていたので､生存の可能性を信

じていた｡1990年まで情報が何もなかったので､家族はずっと父を探 し続けた｡

ソリンスカさん 1943年の時点で､もう父は生きていないと予測 した｡正式に知ったのは 1990

II■-

マルスカさん 1991年なって初めて父親の消息を知った｡

ポッドグルチクさん 1943年の時点で､家族は父が生きていると思った｡なぜなら､ ドイツが公
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表 した犠牲者 リス トに父親の名前がなかったから｡ しかし､長い間父親からの連絡はなく､徐々

に望みは薄れていった｡正式に消息を知ったのは 1991年である｡

･ピコプニア

チェシェルスカさん 1994年になって初めて､ウクライナでのポーランド人犠牲者 リス トにて父

親の名前を見つけた｡

･コジェルスク収容所から生還

質問5:どのようにして父が生きていることを知ったか｡

シェグロフスカさん 1941年 4月にソ連の収容所より知 らせが届 く｡(Ust-WymsklChLagr6w

RepubllkaKomlWZSRR ロシア連邦中北部にあるコミ共和国の収容所) 1943年にテヘランの国

際赤十字から小包が届き､父親が西側の国にいることを知る｡

質問6:戦中どこに住んでいたかDそして父親の連行によって､家族への抑圧があったか (危機

にさらきれたか)O

･カティン

パペシュさん クラクフ｡子 どもだったため特に恐怖を感 じることはなかった｡クラクフは当時

ドイツの支配下だったため､ソ連に対 してではなくドイツに怖さを感 じていた｡戦争中､地下組

織の中での中学校に通った｡

パブウオプスカさん ズウオチュフ｡1940年 6月にはソ連軍による逮捕､シベ リア移送を避ける

ためにボリスワフ(Borys壬aw)へ移った｡そこもソ連支配下であり､抑圧を恐れ､不法滞在ながらひ

っそりと暮 らしていた｡1941年 6月の独ソ戦勃発によりボ リスワフは ドイツの支配下に入った｡

家族が一番恐れていたのはソ連当局による逮捕だった｡なぜならカティン関係の家族は 1940年 2

月頃からシベ リア-移送されているのを知っていたから｡

プゾフスカさん クラクフ｡ ドイツに対 して恐れを抱いていた｡カティンに関しては特に何も話
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されていなかった｡

･ミエ ドノイエ

クシャノフスカさん ジェショフ｡夫が捕虜となってから帰ってこないことに不安を感 じた｡ ド

イツに恐れを抱いていた｡

ビアウェツカさん ゴル リッツェ｡ ドイツの抑圧を恐れていた｡戦時中､二度 ドイツ当局によっ

て逮捕されたが､当時の恩師の機転により強制労働収容所への移送は免れた｡

グジブさん カザフスタン｡もうすでにカザフスタンに移送されたとい う恐怖を味わった｡

･ハルキブ

シェカンスキさん クラクフ｡ ドイツを恐れていたのと同時に､NKVD によってシベ リアやカザ

フスタンに送 られることにも恐怖を感 じていた｡

ベ ウトフスカさん ワルシャワ｡1941年からノヴィタルグ｡静かで安定 した生活を送るために､

ワルシャワから父親の家族のいるノヴィタルグ-移った｡もしそのままワルシャワに残っていた

ら､兄をワルシャワ蜂起で失っていたかもしれない｡

ソリンスカさん 1939年ボフニア｡1943年からソクウカ(sok6ka ビアウイス トック近く)｡1948

年からワルシャワ｡父親の情報が全くなかったので､特に恐れはなかった｡最初は父親が捕虜に

なっているとは知 らなかった｡1943年まで父親の身に何が起きたのか分からなかった｡1943年に

はもう父は戻ってこないと思った｡戦争中､占領､食料不足に不安だった｡

マルスカさん 母親はワルシャワ｡子どもたちは祖父のいるクラクフ ･プワショフ地区に住んで

いた｡ ドイツに対 して恐怖を感 じていた｡

ポッドグルチクさん ボフニア｡まだ子どもだったため ドイツ占領における恐怖はなかった｡父

親についても大丈夫だと思っていた｡なぜなら捕虜は丁重に扱われると思っていたから｡
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･ピコプニア

チェシェルスカさん 戦争勃発当時はル ヴフ｡1940年に家族は ドゥロホピッチュProhobycz)へ移

った｡家族は北カザフスタン(KustanaJSklObw6d)移送 されたことによって､死の恐怖を感 じた｡

NKVDの役人は ｢もうポーランドには帰れない｡ポーランドは消滅 した｡お前たちはここで死ぬ

のだ｡｣と言ってきた｡家族は､6年後の 1946年 5月に帰国できた｡兄はアンデルスの軍に入る

がモンテカジーノで戦死 した｡

･コジェルスク収容所から生還

シェグロフスカさん ヴィリニュス｡ソ連軍の侵攻により､NKVDによって逮捕されないように

9月 19日からヴィリニュスの中で住所を変えた｡

質問7:共産主義時代の間､調査を試みたか.それに対する政府の圧力があったかD

･カティン

パペシュさん 死亡証明書の変更を願い出た (1945年 5月 9日に戦争で死んだとされていた)｡

生活費も求めた｡結果は変わらず｡1988年から個人的に行動できるようになり､再度､証明書に

｢1940年 4月 30日死亡｣との記載を求めた｡沈黙を保つことが身の安全には不可欠だった｡仕

事場では､自分の父親がカティンで亡くなったことを知 られていたが､幸い誰も外部に漏 らさな

かったおかげで安全だった｡公共の場以外では話されていた｡公安局CLJBUrz卑dBezpleCZehstwa)

は､反共産主義的な活動をしていないか絶えず見張っていた｡2人のいとこはUBによって一時拘

束されていたことがある｡

パブウオプスカさん 父親について隠さなければぼらなかった｡沈黙を保った｡母親は仕事を失

うことを恐れた｡娘は大学に行くことができなかった｡

プゾフスカさん 国際赤十字に捜索を依頼｡結果は得 られず｡正式な死亡証明書を受け取ってい

たので､(カティンで殺害されたとは思っていなかった)特に行動を起こしていない｡カティンに

ついて､内輪では話されていたが深く理解 していなかった｡抑圧も特になかった｡
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･ミエ ドノイエ

クシャノフスカさん ポーランド赤十字に調査依頼｡沈黙を保てば､安全だった｡

息子の-ンリク ･クシャノフスキさんは､アメリカの政治学 ･国際関係学者であるヤヌシュ ･K･

ザ ヴォ ドニーの文献 (zawodny,[1962])を地下出版で読む機会があった｡

ビアウェツカさん 1945年以降に家族は独 自で調査 し始めた｡国際赤十字に依頼 したが結果は得

られず｡1947年 4月 24日にモスクワのポーランド大使館へも願い出たところ､1947年 7月 16日

に大使館より ｢ミハ ウ･カニクは解放され引き揚げた｣という答えが返ってきた｡これによって､

家族は父が生きていると信 じた｡

共産主義時代はカティンについて話せなかった｡クラクフのヤギェウオ大学に入 り､そこに教授

たちにカティンについて話すべきでないと言われる｡理解のある教授に恵まれた｡

グジブさん 何か行動を起こすことが怖かった｡父がカティンの森事件で､そして自分がカザフ

スタンにいたことは決 して口外 しなかった｡沈黙を保てば､何も抑圧はなかった｡1957年に母が

兄のいるイギリス-行き､そこでカティンの詳細や､他の2つの収容所についても詳 しく知った｡

･ハ/レキブ

シェカンスキさん 絶えず父を探す努力をしていたが､事実を明らかにすることは難 しく､共産

主義下では何も言わなければ何も抑圧はなかった｡沈黙が生きていくための最善の方法だった｡

学校､職場では密告を恐れ一切口にしなかった｡

ベ ウトフスカさん ポーラン ド赤十字､モスクワ､スイス-も文書を送ったが何も確かな答えは

得 られず｡返事には ｢そのような人物はソ連にはいない｣と書かれていた｡カティンについて何

も話さないことが安全だと分かっていた｡父親のことを聞かれたら､戦争で死んだとだけ言って

いた｡

ソリンスカさん ソ連の赤十字に文書を送った｡返事には ｢そのような人物はソ連にはいない｣

と書かれていた｡母親は 1年半の間仕事を得ることができなかった｡本人と姉は大学教育を受け

ることができなかった｡ワルシャワのような大都市に住んでいたから｡全て､父親の関係だと悟

った｡
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マルスカさん 学校で歴史を教えていたが､生徒にカティンの事実を言 うことができなかった｡

特に危険にさらされることはなかった｡

ポッドグルチクさん 1943年､1957年､1959年に国際赤十字に文書を出すが､返事には ｢その

ような人物はソ連にはいない｣と書かれていた｡本人と妹は大学教育を受けることができなかっ

た｡ しか し､本人はシロンスク地方で高等教育を受けることができた｡母親は父親がスタロビエ

ルスク収容所の捕虜だと認めていなかったので､そのおかげで未亡人としてのお金をもらうこと

ができた｡沈黙が安全につながると分かっていた｡

･ピコプニア

チェシェルスカさん 家族は何もできなかった｡カザフスタン-送 られたが､奇跡的に生き残る

ことができたから｡またシベ リア-移送されるのではないかといつも恐怖を抱いていた｡家族は

共産主義時代には階級の敵とされ､そのため姉は大学教育を受けることが難 しかった｡ 日々の生

活も厳 しく､いつも公安局に見張られていた｡自分は周 りの人の助けを借 りて大学で勉強するこ

とができた｡カティンの森事件について何も話すことができなかった｡1994年まで､父親がそれ

に関わっていたとは知 らなかった｡母親は､家の外でシベ リアにいたことを話 さぬよう注意 した｡

母親は赤十字に捜索を願い出たが結果は得 られなかった｡

･コジェルスク収容所から生遣

シェグロフスカさん 抑圧された理由として､父親は戦後イギリスに留まっていたこと､母親が

カ トリックに信仰深かったので､共産党には入 らなかったことが挙げられる｡姉は自分のキャリ

アとは関係ない仕事に就かされた｡ 自分自身も共産党関係には関わらなかった｡高校卒業試験の

現代社会の科 目で一番低い成績を取らされた (他の成績はほとんど高かったのにかかわらず)｡家

の中ででは､いつも反共産主義的な雰囲気が漂っていた｡1957年になって､母親はパスポー トを

得て､父親の所へ行くことができた｡共産主義時代はいつもsB(SB ShlZbaBezpleCZehstwa-秘密

警察)に見張られていた (父親がイギリスにいたため､スパイかどうか監視されていた)｡母親の

心配事は､父親がカティンから生き残 り､イギリスでは名の知れた研究者であったことから､秘
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密警察から何かしらの抑圧を受けるのではないかということだった｡

質問8a:1989年の体制転換後､真相究明に向けて状況がどのように変化したか｡

･カティン

パペシュさん 1943年の時点から事実は分かっていた｡1988年にクラクフで最初のカティン追悼

石碑が置かれる｡教会も沈黙を保たなかった｡

パブウオプスカさん 公式にカティンの犯罪がソ連によって認められ､テレビ､ラジオ､新聞で

も取り上げられるようになり､本も出版された｡遺族会も設立され､カティン-行けるようにな

った (ハルキフ､ミエ ドノイエの情報はまだない)｡1989年 8月にアダム ･マツェドンスキ9が当

時非合法ではあるがカティン-赴く (最初の訪カティン)｡

プゾフスカさん 公の場で話せるようになった｡1989年までは個人同士の会話でも慎重だったか

■-

･ミエ ドノイエ

クシャノフスカさん 大きな変化があった｡カティンだけではなく､ハルキフ､ミエ ドノイエに

関しても明らかになっていった｡

ビアウェツカさん 50年間沈黙を保っていたカティンを口にできるようになった｡1986年から遺

族会の試みが始まった｡自分たちは次世代に事件を伝えていかなければならないと悟った｡

グジブさん 1989年になって遺族会が設立されてから､父に関する証明書､名前が載っているリ

ス トを得た｡

9 ァダム･マツェトンスキ(AdamMacedohskl),1931年-,ポーラント南部クラクフ･カティン遺族会の設立者のう
ちの一人｡

-69-



･ハルキフ

シェカンスキさん 全てではないが､徐々に事実の解明を求めることができるようになった｡1989

年に遺族会も設立される｡事件の詳細も明るみに出てきた｡

ベ ウトフスカさん 1991年にエ リツィン大統領が資料を公開したことで､家族はハルキフのこと

を知ることができた｡未だに父親がいつ殺 されたか､いつスタロビエルスク収容所を出たかなど

分かっていない｡ リス トで父がスタロビェルスク収容所にいたことが分かる｡1940年に届いた手

紙の送 り先と場所が一致 した｡

ソリンスカさん 家族の願いにかかわらず､1990年以降になってスタロビエルスク収容所の捕虜

たちも殺害されたとい うことが分かる｡

マルスカさん 1989年以降､カティンの森事件を口にできるようになった｡遺族会に入った｡

ポッドグルチクさん 1989年以降､全てを話すことができるようになった｡1990年代に遺族会の

委員になり､1991年 7月 10日にハルキフ-赴き埋葬式に出席 した｡

･ピコプニア

チェシェルスカさん =1989年以降に､シベ リア抑留経験者会を設立 した｡社会は､カティン､シ

ベ リア移送についてあまり知 らず､あまり興味さえ示さないようになっている｡1980年に連帯が

出てきてから､徐々にカティンの森事件､シベ リアについて話せるようになった｡自分は 1980年

年代に大学にて講義をし､学生たちと議論 し合った｡1989年以降になって､遺族会が存在できる

ようになった｡

･コジェルスク収容所から生還

シェグロフスカさん 最後の質問と合わせて｡
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質問8b:1989年の体制転換後､真相究明に向けて自ら何か行動を起こしたか｡

･カティン

パペシュさん 1988年までは何もできなかった｡連帯ができてから行動を起こすようになった｡

最初は死亡証明書の変更を求める｡2006年には (SeJm ポーランド共和国下院)とセナ ト(senat

ポーランド共和国上院)に4月 13日をカティン追悼の目にするよう文書を提出10｡(すでにテレビ

番組では 2000年にこの日はカティンの日であると放送 されていた｡

パブウオプスカさん ヨーロッパ内の国際赤十字に文書を送るが､結果は得 られず｡ソ連は常に

｢その場所には誰もいなかった｣と偽っていた｡

プゾフスカさん 家族が書類を紛失 してしまったので､何もできなかった｡

･ミエ ドメイエ

ククシャノフスカさん 1989年間では何もできなかった｡夫の名前はミエ ドノイエのリス トに載

っていた｡彼の弟の一緒にいたかもしれないが､未だに消息が分からない｡

ビアウェツカさん 2003年までクラクフのカティン遺族会に関する文献全ての出版に携わった｡

自分も文献を書いた｡資料収集をすると共に､1995年になって初めてカティンの森事件の年表を

作ることができた｡

グジブさん 1957年に母が兄のいるイギリス-行き､1970年代に帰国した｡イギリスで得たカテ

ィンに関する資料をポーランド-持ち帰ろうとしたが､兄に止められる｡当時は荷物検査があり､

資料が見つか り逮捕されることを案 じたから｡1989年以降､裁判所に訴えを起こしたが､裁判官

は提出書類が不十分であるとの理由で､父の詳細を証明する文書の発行を拒否 した｡

･ハ/レキフ

シェカンスキさん 1980年代に2度ロンドン-赴く｡西側で出版 されているカティンの森事件の

文献を読むため｡妻の家族がロン ドンに住んでいる｡

102007年 11月 14日にセイムで､4月 13日をカティンの森事件犠牲者追悼の日とする決議が可決されている｡
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ベ ウトフスカさん 1989年まで国際赤十字に文書を出し続ける｡1989年 9月頃に合法ではないが

カティン-赴 く (当時ハルキフはまだ発見されていない)｡その旅行でオスタシュコフ収容所から

生還 した人と知 り合い､彼から収容所の様子など情報を得ることができた｡地下出版でユゼフ ･

チャブスキの本を読む機会があった｡

ソリンスカさん 個人で何か行動を起こすのは難 しいと思っていた｡遺族会､カティンの森事件

に関する組織が進めていってくれることを期待 していた｡

マルスカさん 1989年以降になって真相解明に向けて遺族会に入った｡

ポッドグルチクさん 1989年以降､全てを話すことができるようになった｡1990年代に遺族会の

委員になり､1991年 7月 10日にハルキフ-赴き埋葬式に出席 した｡

･ピコプニア

チェシェルスカさん 文献を書き､資料を集めた｡母親は死ぬまで､ほとんど何も語 らなかった｡

･コジェルスク収容所から生遣

シェグロフスカさん 特に何もしていない｡

質問9:遺族会の活動｡

･カティン

パペシュさん 遺族会会員｡遺族の人の声を集める｡5年前から通い出した｡

パブウオプスカさん 設立当時からの遺族会会員｡

プゾフスカさん カティン遺族会連盟(Federac｣aRodzlnKatyhsklCh)の会員でもある｡

･ミエ ドノイエ

クシャノフスカさん 遺族会会員｡

ビアウェツカさん 遺族会会員｡設立当初の運営委員｡
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グジブさん 遺族会会員｡シベ リア抑留者の会の会員｡

･ハルキフ

シェカンスキさん ポーランド南部クラクフ､カティン遺族会会長｡

ベ ウトフスカさん 遺族会運営委員｡

ソリンスカさん 遺族会会員 (ワルシャワ)｡4年間ワルシャワのカティン博物館で勤務 した｡

マルスカさん 遺族会会員｡

ポッドグルチクさん 遺族会秘書を務めた｡

･ピコプニア

チェシェルスカさん シベ リア抑留者の会の副会長｡カティン遺族会会員｡

･コジェルスク収容所から生還

シェグロフスカさん 遺族会会員｡

質問 10:カティンの森事件に関して現在抱える問題｡

･カティン

パペシュさん ロシアはカティンの森事件を戦争犯罪だと認めるべき｡ロシアが罪を認め､国際

的な法廷で裁かれ､そ して世界へ公表するべきだ｡

パブウオプスカさん ロシアは事件の資料を全て公表するべき､そしてカティンの森事件 (国際

刑事裁判所規定による11)を ｢戦争犯罪に関する罪｣ 12とされるべきだ｡

プゾフスカさん カティンの森事件において､ポーランドとロシアとの関係の問題はまだ終わっ

▲▲国際刑事裁判所(ICCIntematlOnalCnmnalCou叫国際社会における最も重大な犯罪に対する常設の国際司法機
関01998年 7月に国際連合全権外交使節会議において採択された国際刑事裁判所ローマ規程(ICC規程)に基づき､
2003年 3月にオランダのハーグに設置されるOここで言う最も重大な犯罪とは､主に ｢集団殺害犯罪 (ジェノサ
イト罪)｣､｢人道に対する犯罪｣､｢戦争犯罪｣である｡
12 ｢戦争犯罪｣ 他国に対して侵略戦争を仕掛けたり､敵兵･捕虜に対して非人道的な扱いをすることOまた､民
間人に対しての殺零巨､追放､逮捕なとも含まれる0
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ていない｡ワルシャワのカティン博物館13をもっと充実させるべきだ｡

･ミエ ドノイエ

クシャノフスカさん 回答なし｡最初の夫についてはあま り話せない｡

グジブさん ロシアはこれまでカティンの森事件を明らかにせず､自らの犯行さえも認めなかっ

た｡さらに現在もカティンをジェノサイ ドだと認めていない｡

ビアウェツカさん 最後の質問と合わせて｡

･′､′レキIJ

シェカンスキさん 現在まだ十分に明らかにされていない､西ウクライナのピコプニア､ベラル

ーシのミンスク付近のクロパティに埋葬されている約 7500人の調査を早急にするべき｡すでに発

掘 されている 3つの現場 (カティン､ミエ ドノイエ､ハルキフ)と同様の手段でポーランド人が

殺害され埋められている｡ピコプニアのリス トはすでに入手 しているが､クロパティの分はまだ

ない｡そしてその 2ヶ所に墓地を早急に建設すべき｡すなわち､まだ明らかにされていない場所

も含み､虐殺における全真相の解明を要求する｡現代のポーラン ド社会では､カティンの森事件

がそれほど深く浸透 していないので､歴史の風化を避けるために次世代に伝えていくことが必要

だ｡

ベ ウトフスカさん ロシア側からの情報がなさすぎる｡全資料の公開､殺害日等の具体的な情報

が欲 しい｡カティンの森事件を ｢ジェノサイ ドに関する罪｣ 14と認定されるべき｡

ソリンスカさん 事件の全真相解明｡遺族会の中でも意見の食い違いが生 じている｡

マルスカさん 答えるのが難 しいが､一番重要なことは事実を明らかにすること｡ポーランド社

会では賠償を求めるべきだと言われているが､私たちはそれを期待 しているわけではない｡

ポッドグルチクさん ハルキフは今 日ウクライナに位置 しているが､ウクライナでも共産主義者

▲jヮルシャワの軍事博物館の中にカティン博物館が設置されているoMuzeum Ka叫 skle,ul Powslhska13,02-090,

Warszawa

14 ｢集団殺害犯罪(ジェノサイト罪)｣ 国際刑事裁判所が管轄する対象犯罪のうちの一つ｡国民的､人種的､民族的
または宗教的集団を､全部または一部は破壊する意図を持って行われる一定の行為｡例 ナチスによるユダヤ人
迫害､1990年の旧ユーゴスラビアにおける民族浄化製作の施行､ルワンダにおける部族間の虐殺0
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が犯罪を起こしたと人々が認識することが簡単ではなくなっている｡人々は今まで､自らの考え

を変えようとすることに恐怖感を抱いていた｡今後の行方について､全てはロシア次第である｡

･ピコプニア

チェシェルスカさん 最も重要なのは､事件を風化 させず次世代へ伝えていくことである｡賠償

ではなく､ただ真実だけを知 りたい｡カティンの森事件､そして 150万人ものポーラン ド人のソ

連への移送に関する事実を明らかにし､資料を公開すべきである｡

･コジェルスク収容所から生還

シェグロフスカさん 最後の質問と合わせて｡

質問 11:ポーラン ド､ロシアに対する率直な気持ちQ

･カティン

パペシュさん ポーランド政府はカティンの森事件に関してまだ大 した行動を起こしていない｡

一般のポーラン ド人とロシア人は和解 していると思 うが､ロシア政府はポーラン ドに嫌悪感を表

している｡ しか し､アンジェイ ･ヴァイダ監督の映画 『カティンの森』を見ると､ロシア人はた

まにはポーランド人を助け､礼儀正 しい態度を取っている｡

パブウオプスカさん 現在ポーラン ドはロシアに恐怖心を抱いている｡ロシアは資料の一部を公

開 したが､今では再び打ち切ってお り､未だ全ての資料を公開しようとはしない｡ポーランドの

地理的な立場､つま りヨーロッパでの政治的､地理的な状況において､ポーラン ドとロシアの関

係は良好であるべきだ｡ポーランドには 18世紀以来､歴史的背景におけるロシア-の偏見がある｡

プゾフスカさん ポーランドは絶えずロシアより弱い立場に立たされている｡2国間における歴

史的事実の確立は必須だ｡隣国関係において､他の問題に関しても､ポーランドはいつも弱い｡

国境を按する国同士では従属における問題がいつも生 じている｡
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･ミエ ドノイエ

クシャノフスカさん ロシアに対 して､特にボルシェビキ-の嫌悪感がある｡以下､息子-ンリ

ク ･クシャノフスキさんの意見 現在､ポーランドはあま り行動を起こしていない｡なぜなら自

ら行動を起こすことに対 して恐怖心があるからだ｡ロシアは民主主義に欠けている｡現在､ポー

ランドとロシアはオープンに話 し合いができる状態ではない｡ロシアはいつも真実を言わない｡

グジブさん 一般のロシア人は貧 しい｡自分は今現在もロシア人を恐れている｡いつもロシアは

国家体制に脅かされてお り､未だにロシア社会は貧困状態だ｡自分はポーランドが共産主義から

解放され､自由な国になって嬉 しい｡

ビアウェツカさん ポーラン ド社会は､ゴルバチョフ大統領とエ リツィン大統領の表明に敬意を

表 し高く評価 した｡ さらに､虐殺に関わった当時の人々の名前の一部や機関を公表 したことに対

しても評価 している｡カティンの森事件は､未だ道徳的にも法的にも清算されていないことを残

念に感 じる｡唯一の試みとして､ニュルンベルグ裁判の場があったが､何の解決にも至 らなかっ

た｡これはソ連の過ちだけではなく､連合国の過ちでもあったと言える｡私そして私の同胞は､

決 してロシアに抑留された同胞たちのことを忘れは しない｡ポーランド人はカティンで虐殺され

ただけではなく､カザフスタン､ウズベキスタン､シベ リアや他の地でも命を落としている｡未

だにその跡がないところもある｡西ヨーロッパやアメリカの人々はこのことを知 らない｡人は､

カティンの森事件は他の事件 と同様に国家のテロリズムの犯罪だと言 うことができる｡ どの国家

も自国の歴史から目を逸 らしてはならなく､偽 りによって自国の伝統を築いてはならない｡だか

ら､絶えず帝国主義の視点から統治 しているロシアは､今後においてもスター リン主義の視点を

賢く排除 していくだろう｡ポーラン ド人は第二次世界大戦での闘いにおいてソ連軍の勇敢さを正

しく評価 しないとい うわけではない｡ロシアはカティンという犯罪や事実の解明に向けて道徳的

な評価を下し､それを認めるべきだと思 う｡世界は本当の共産主義の犯罪の歴史を知るべきであ

る｡ポーランド人は､その共産主義の犯罪の公式な全事実解明を期待する権利があり､それを待

ち望んでいる｡また､その犠牲者の家族にも道徳的な権利がある｡ここからポーランドに対 して､

ポーラン ド人捕虜や犠牲者の個人情報に関する文書を求めるのである｡ポーラン ド人には､この
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事件をス トラスプールの国際裁判15で告発する権利があるのだ｡ロシア人､かつてのソ連人は､今

は打ち切っているが､カティンの森事件解明の終結に向けてポーランド人と共に努力 していくべ

きだ｡カティンはただの戦争犯罪ではなく､人道そ してジェノサイ ドに対する犯罪とい う世界の

意見も得ている｡ポーランドとロシア､2国間の友好関係を可能にするための道を探す必要があ

る｡公正さにおける許 しや対話での必要条件を忘れてはならない｡自分にとってカティンの森事

件は､いつも良心に関わる問題として心に残っている｡ぺシュコフスキ神父16は次のように述べて

いる｡｢カティンの真実は全人類の中にある｡｣自分は､遺族会がソ連の抑圧に対する犠牲者にお

ける史実調査､その史実を広めようとしていることを高く評価する｡

･ハルキブ

シェカンスキさん ポーラン ドはロシアとの関係を改善 していくべきだ｡ロシアは最後まで事実

の解明をするべきである｡そして､犠牲者の追悼を続けていく｡

ベ ウトフスカさん ポーラン ド人は､発掘作業､3か所の墓地の建設など今までたくさんのこと

をしてきた｡ロシアは何もしていない｡全く無実の者たちに(ドイツ)に罪を被せるのは然るべき事

でない｡スター リンはたくさんのロシア人を殺害 したが､ポーランド人犠牲者の方が少ないとい

うロシアの議論は道徳的ではない｡一度､ロシアは犯行を認めたが､今ではカティンの森事件は

戦争で起きたことであり､もう過ぎたことだと述べているのが理解 し難い｡国際裁判に持ち込み

たい｡

ソリンスカさん カティンの森事件を二国間の対立に持ち込むには､ロシアは強大すぎる｡ポー

ランドは真相解明に向けて行動もできない｡戦争､占領はもうたくさんだ｡今後も追悼を続けて

いくべきだ｡ポーランド国内では､国の権力者同士で対立が起きているため､カティンの森事件

に関しては何の進展もない｡遺族会はいずれ国際裁判へ持ち込もうとしている｡ 自分はロシアに

友好を示すことができない｡なぜならロシアはカティンの森事件をもう過ぎてしまったことと述

▲⊃欧州人権裁判所(EuropeanCourtofHum anRlght) 1959年にフランスのストラスプールに設置されるO対象は欧
州評議会加盟国である｡国家間の紛争を扱う国際連合の国際司法裁判所とは異なり､国家対国家だけではなく､
個人や団体の国家に対する提訴も受け付けている｡

16 ズジスワフ･ぺシュコフスキ神父(ksZdzISIawPeszkowskl),1918年8月23日生-2007年10月7日01939年10

月からコジェルスク収容所で過こし､虐殺を免れ奇跡的に生還した｡
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べているからだ｡

マルスカさん 墓地へ行けるようになったのはよかったが､事実が全て明らかにされていない以

上､カティンの森事件はまだ終わっていない｡ロシアはポーラン ドの政治に意見をし､いつも反

発 してくるところに恐怖を感 じる｡

ポッドグルチクさん 共産主義体制崩壊後の体制の中でもロシア社会は貧 しく思える｡ポーラン

ドとロシアは絶えず隣国同士で､良い関係を築いていくべきだ｡

･ピコプニア

チェシェルスカさん 共産主義時代にソ連国民だけではなく､他民族に対 しても抑圧をしていた

という事実を､ソ連､ロシア､そしてロシア人はその歴史認識の共有をするべきだ｡ポーラン ド

にとってロシアはいつも脅威である｡現在もロシアは､とりわけポーランドとの関係において､

ソ連の抑圧に関する証拠資料を未だ隠 している｡私たちの国の関係が変わらない限り､良い方向

へ進むことができないだろう｡共産主義が崩壊 しただけでは十分でないのは事実である｡そソ連

や pRL (ポーラン ド人民共和国)による犯罪へ対する判決や非難がないからである｡シベ リア､

カザフスタンにいたロシア人は移送 されてきたポーランド人に手助けをしていた｡良い人々であ

ると同時に貧 しい人々である｡ しか しながら彼 らには､歴史の担造や共産主義下での教育のせい

で､歴史的な知識は欠けている｡自分は共産主義が崩壊 して嬉 しいが､まだその非人道的な体制

に対する清算はなされていない｡いつかまたこの体制に戻るのではないかと恐れている｡

･コジェルスク収容所から生還

シェグロフスカさん ポーランド人家族だけではなくロシア人家族への賠償の問題等から､ロシ

ア政府は許さなかったが､ロシア人はかつて墓地を建設 した｡これから先 50年後にはカティンの

文書は全部公開されるだろうと予想 している｡まだ調査が完全に終わっていないウクライナやベ

ラルーシの現場も調査され､より多くのことが知 られるようになるだろうと考えている｡連合国

は､ポーラン ド亡命政府から1943年 4月 13日以前にポーラン ド人将校はもう生きてはいないと

知っていた｡カティンはロシア人にとっても重要であるべき｡なぜなら､彼 らにもスター リンに
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よる犯罪があり､それを明らかにしていかなければならないから｡1970年代に夫が客員教示とし

て ドウプナPubna モスクワ州の都市)へ招かれる｡そこで､ロシア人や西側諸国の人々と交流を

持った｡自分の意見としては､ロシア人が全員悪いわけではなく､カティンの森事件はNKVDの

犯行である｡ロシア人と交流を持ち始めてからこう思 うようになった｡そして､ロシアは未だに

消息の分からないポーランド人の捜索をするべきだ｡

5.インタビュー分析

力ティンの森事件の研究は序章でも述べているが､二種類に分けることができる｡ひとつは事

実追究である｡これはまだ完全に終わっておらず､未だポーラン ドとロシアの関係における外交

問題のしこりとして残っている｡これに関 してはポーラン ド人もしくはロシア人研究者が行って

いる｡もうひとつは､戦後の事件の政治的利用追究である｡戦後の共産主義時代は事件を隠そ う

とし､そ して体制転換後はロシア批判の材料として事件が扱われてきた｡換言すれば､前者は事

実を詳細に明らかにすることであり､後者は事件の真実とは別に､その事件が各体制下でどのよ

うに政治的に利用または黙殺 されてきたかを明らかにすることである｡ したがって､後者の研究

においては､事件の当事者でない外国人が研究する意義があると考える｡つまり､第三者による

違った視点で､事件の本質､決着への方向性､現代史における事件の政治的利用を見出 していく

ことが重要だと考える｡そこで､カティンの森事件の遺族の目から見た時代の変化を実証的な方

法で分析するためにインタビューという手法を選択 した｡インタビューを行 う価値は､歴史家の

中だけの議論ではなく､実際のポーランド国民の中での議論を発掘できるところにある｡

戦後､共産主義時代､体制転換期を通 して時代に翻弄された遺族の証言は､国際関係において

事件が政治的に利用 された点では非常に重要になってくる｡例えば､父親の消息を知った時期､

共産主義時代での遺族に対する抑圧､自らの真相解明に向けての行動､ロシアに対する感情 (1989

年以前と以後 とでの変化､現在のポーランドとロシアに対する率直な意見)､最終的な要求 (真相

の解明､賠償､謝罪､国際裁判へ提訴)などの証言からである｡これ らから分析することで､遺

族の共産主義時代の弾圧､社会意識の変化､ロシアに対する感情､今後の対応等を見出すことが

-79-



きると考える｡

①消息を知った時期

(質問 5 ｢いつ､どのようにして殺害されたのを知ったか｡｣より)

まず､遺族のカティンの森事件に対する認識として､父親の消息を知った時期が重要である｡

殺害現場がカティンであることは､1943年 4月 13日に ドイツによって公表 され､新聞の犠牲者

リス トに父親の名前が載っていた人と､そこには掲載されておらず 1991年になってエ リツィンに

よる資料の一部の公開で初めて消息を知った人と2通 りある｡さらに､当然ミエ ドノイエ､ハル

キフの犠牲者の遺族は後者に当てはまる｡この事実によって､共産主義時代での生き方が変わっ

てくる｡

1943年公表の犠牲者 リス トに載っていた遺族､つま りマ リア ･パペシュさん (1932年生 ･女性 ･

カティン)とマ リア ･パブウオプスカさん (1930年生 ･女性 ･カティン)は､カティンで父を亡

くしたという事実を背負いながら生きてきた｡国際赤十字に調査依頼をする以外､自ら行動を起

こすこともできず､さらに失業や大学教育を受けられないといった抑圧を受けてきた｡一方､マ

グダレナ ･プゾフスカさん (1939年生 ･女性 ･カティン)の場合､コジェルスク収容所から父の

手紙を受け取ってはいるが､リス トには名前がなく､｢1945年 5月 9日戦死｣という証明書があ

ったので､どこかで戦死 したのだろうと考えていた｡まさか､カティンで殺害されたとは思って

もいなかった｡つまり､プゾフスカさんは 1990年までカティンの森事件をほとんど認識 していな

かった｡

ミエ ドノイエ､ハルキフの遺族は､1943年 4月 13日の ドイツによる公表で､ほとんどが自分

の父親､夫はもう生きていないと悟っている｡一方､ダヌータ ･ベ ウトフスカさん (1927年生 ･

女性 ･ハルキフ)は､カティンはスタロビエルスク収容所から離れていたのでカティンには関わ

っていないだろうと考えてお り､ヤニーナ ･ポッドグルチクさん (1929年生 ･女性 ･ハルキフ)

も父親の生存を信 じていた｡どちらにせよ､ミエ ドノイエ､ハルキフの遺族は 1991年まで情報が

得 られず､消息の確証を得ないまま過ごしてきた｡

ゾフイア ･チェシェルスカさん (1931年生 ･女性 ･ピコプニア)､ヤ ドグィガ ･グジブさん (1926
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年生 ･女性 ･ミエ ドノイエ)はカティンの森事件に関わる家族としてNXVD に逮捕され､北カザ

フスタンに移送 されている｡チェシェルスカさんは､1946年に帰国後も父親の消息を知 り得ず､

1994年になって初めてウクライナのカティンの森事件犠牲者 リス トによって知った｡54年もの間

全く父親に関する情報がなかったということである｡また､グジブさんはカザフスタンに移送 さ

れる前に､オスタシュコフ収容所にいた父親から手紙があったのでそこにいたことは分かってい

た｡その後､兄がアンデルス将軍の軍隊に入 り､テ-ランとパ レスチナで ｢ポーランド亡命政府

は消息不明の将校たちを捜索 している｣という情報を得て､カザフスタンにいた家族に手紙を出

すが届くことはなかった｡1946年になって､ロンドンにいた兄は帰国していた家族を探 し当てた

が､その後の父親の情報は何もなかったという｡ しかし､イギリスでは 3つの収容所にいた捕虜

たちに関する議論が出ているとい う兄からの知 らせで､父親はもう生きていないと悟った｡

ベルナデタ ･シェグロフスカさん (1934年生 ･女性 ･コジェルスクから生還)は､1941年に4

月にソ連の収容所より手紙が届き､父親 (スタニスワフ ･シフイアニエピッチ)が生存 している

ことが分かる｡さらに 1943年には国際赤十字からの知 らせより西側の国にいるとい うことを知る｡

つまり､この質問によって､1943年 4月 13日の時点でカティンの森事件によって父親が殺害

された､もしくはカティンから生還 したと知った遺族､50年もの間消息が分からなかった遺族が

いるが､大体は 1943年の ドイツによる公表で父親 ･夫の生存の可能性は低いと薄々感 じていたよ

うである｡ ドイツの公表後にソ連は自分達の犯行ではないと声明を出しているが､遺族は誰一人

ドイツの犯行だと信 じず､最初からソ連によるものだと思っていた｡これは､手紙からソ連軍の

捕虜であったということと､1939年 9月 17日に独ソ不可侵条約による東側からのソ連軍の侵攻､

そ してさらに時代を遡った歴史的な背景からソ連に対する不信感が ドイツに対するものより元々

大きかったのではないかと考えられる｡一方､戦時中､総督府内に住んでいたほとんどの人たち

はソ連に対 してよりドイツに対 しての恐怖の方が大きかったと答えている｡

その後､遺族にとって共産主義時代は苦悩に満ちたものになり､1989年の体制転換後はまた違

った形で悩まされるというように時代に翻弄される遺族の苦慮が､これ以降の質問で明らかにな

っていく｡
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②共産主義時代

ここでは共産主義時代に父親 ･夫の消息調査を試みたか､そしてカティンの森事件に関わって

いるとい う理由から何かしらの弾圧を受けたかとい う質問から､共産主義時代における遺族の社

会意識を分析 していく｡

a)沈黙を保つ

(質問6｢戦争中どこに住んでいたか｡そして父親の連行によって､家族への抑圧があったか｡(危

機にさらされたか｡)｣より)

ほぼ全員が口を揃えて､沈黙を保つことで弾圧は受けなかったと答えている｡共産主義下では

事件を口にすることができない状況だったので､自らの身を守るために口を閉ざしていた｡パペ

シュさんは､職場では父親がカティンで殺 されたことを知 られていたが､幸い誰も外部に漏 らさ

なかったおかげで安全だった｡ベ ウトフスカさんは､父親について質問された際には､｢戦争で亡

くなった｡｣とだけ答えていた｡ハンナ ･マルスカさん (1939年生 ･女性 ･ハルキフ)は歴史の

教師をしていたが､生徒にカティンの森事件を教えることはできなかったという｡ビアウェツカ

さん (1925年生 ･女性 ･ミエ ドノイエ)はクラクフのヤギェウオ大学で､教授たちにカティンに

ついて話すべきでないと言われ､理解のある教授たちのおかげで危険にさらされることはなかっ

た｡グジブさんもチェシェルスカさんもカティンはもちろん､北カザフスタンにいたことも決 し

て口外 しなかった｡一方､ポッドグルチクさんの場合､母親が夫はスタロビエルスク収容所の捕

虜であったことを認めなかったので､未亡人としての金銭的な援助を受けていたという｡沈黙が

安全な生活につながると分かっていたのである｡

何人かはプライベー トな場では話 されていたと証言 している｡プライベー トと言っても､信頼

できる関係にある人々の間だと推測できる｡さらに､当時子どもだった彼 らは母親から外では絶

対にカティンを口外 しないように注意を度々受けていたそ うである｡さほど事態を理解できない

子 どもが口を滑 らし､外部に漏れるのを母親が案 じたためであろう｡このように共産主義時代で

は､父親 ･夫がカティン関係者もしくはソ連の捕虜だったいう事実から､いつ誰が密告をするか

もしれないとい う恐怖と隣り合わせで､身の安全のために口を閉ざしていたとい うことは当然だ
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と納得できる｡

b)消息の調査

(質問7 ｢共産主義時代の間､調査を試みたか｡それに対する政府の抑圧があったか｡｣より)

父親 ･夫の消息調査を試みたかという質問について述べていく｡ほぼ全員がポーラン ド､スイ

ス､モスクワ等の赤十字に捜索依頼をしているにもかかわらず､｢ソ連にそのような人物はいない｡｣

とい う皆揃って同 じ内容の返答を受け取っている｡パペシュさんは､死亡証明書の変更 (｢1945

年 5月 9日戦死｣とされていた｡)や賠償の要求をしたが､結果を得 られることはなかった｡プゾ

フスカさんは､上述の通 り､コジェルスク収容所にいたにもかかわらず､1943年の犠牲者 リス ト

に名前がなかったことで､まさか父親がカティンで殺害されていたとは思わず､正式な死亡証明

書を受け取っていたので特に行動を起こすことはなかった｡ビアウェツカさんは､1945年以降に

国際赤十字に捜索を願い出るなど独 自で調査を始めた｡結果は勿論得 られることはなかった｡モ

スクワのポーランド大使館にも調査を依頼 したところ､1947年 7月 16日に ｢ミハ ウ･カニク (ど

アウェツカさんの父親の名前)は解放 され､国へ引き揚げた｡｣という答えが返ってきた｡これに

より､父親の生存を信 じたにもかかわらず､1991年に公開されたミエ ドノイエのリス トに名前が

載っていたのである｡このソ連による事実を供述 していない文書は､今後国際法廷で裁かれる上

での重要な証拠になるに違いないと､ビアウェツカさんは語っていた｡

以上のことから､遺族たちは何かしらの捜索を行っていたが､情報を得ることは一切なかった｡

あまり繰 り返 し追及すると､今度は家族の安全が危機にさらされることは明らかである｡この間､

カティンのリス トに載っていた遺族以外は､｢5月 9日戦死｣とい う死亡証明書以外に文書を得る

ことはなかった｡そこでパペシュさんのように､リス トに載っていたのにかかわらず､そのよう

な文書 しか受け取れなかったために変更を願い出たというのは､かなり危険な行動だったに違い

ない｡他の遺族に関しては､50年以上の間､全く音沙汰がないとい うことはもう生存の可能性は

ほぼないと考えるのが必然だったであろう｡
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C)抑圧

(同質間 7より)

大抵の遺族は､カティン関係者であるために高等教育を受けることができなかった､そして母

親が仕事を得るのが難 しかったと答えている｡ヤニーナ ･ソリンスカさん (1932年生 ･女性 ･ハ

ルキフ)の場合､母親が戦後約 1年半の間仕事を得ることができなかった､本人と姉は大学教育

を受けることができなかった｡その理由はワルシャワのような大都市に住んでいたからと､全て

は父親の関係だと悟っていた｡ポッドグルチクさんも妹と共に大学に進むことはできなかった｡

しかし､本人は周 りの手助けもあり､シロンスク地方で高等教育を受けることができた｡チェシ

ェルスカさんの場合､家族がシベ リア抑留経験者そ して父親がソ連の捕虜だとい うことで､常に

UBに監視され､日々の生活も苦 しかった｡姉妹は大学受験をすることさえ難 しかったが､本人は

周 りの人々の助けを借 りて大学で勉強することができた｡一方､父親の生存を知っていたシェグ

ロフスカさんも共産主義時代は抑圧を受けていた｡父親のスタニスワフ ･シフイアニエピッチが

カティンから生還 し､その後ロン ドンに留まっていたのは周知の事実であった｡常に SB の監視

下にあり､西側諸国のスパイではないかと見張られていた｡母親の心配事は､父親がカティンか

ら生き残 り､イギリスでは名の知れた研究者であったことから､何かしらの抑圧を受けるのでは

ないかということだった｡その抑圧 として､本人は高校卒業試験で他の成績はほとんど高かった

のにかかわらず､現代社会の科 目だけ最低点を取らされていた､姉は自分の専門と全くかけ離れ

た仕事に就かされていた｡家の中では常に反共産主義的な雰囲気が漂っていたと語っている｡そ

の後､1957年に母親はイギリス-の亡命が認められている｡

したがって､1989年まで家族は共産党当局から階級の敵(wr6gklasovjy)と見なされ､職を得 られ

ない､高等教育を受けられない､常に監視､という抑圧を受けてきたことになる｡補足すると､

実際はカティン関係者だからというよりは､将校である父親もしくは夫の名前がソ連軍捕虜 リス

トに登録 されお り､そのため共産党当局に目を付けられ上記のような抑圧を受けたという｡外で

は事件を口にすることはできない､そして日常生活を妨害されるだけではなく､彼 らの人生まで

狂わされることになり､これ らの抑圧は彼 らに多大な精神的苦痛を与えたに違いない｡
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d)情報の入手

(同質間7より)

共産主義時代では事件について全く語ることができなかったと言われている反面､地下出版や

裏ルー ト等で情報は少なからず得ていたようである｡ヴワジスワヴァ･クシャノフスカさん (1913

年生 ･女性 ･ミエ ドノイエ)の息子の-ンリク ･クシャノフスキさんはアメリカの政治学 ･国際

関係学者であるヤヌシュ ･ザ ヴォ ドニーの文献 (zawodny,[1962])を地下出版で読む機会があっ

た｡ズビグニエフ ･シェカンスキさん (1937年生 ･男性 ･ハルキフ)は､1980年代に2度ロンド

ン-赴き､そこで西側で出版 された文献を読むことができた｡ベ ウトフスカさんは地下出版を通

してユゼフ ･チャブスキの文献 (czapskl,[1962])を読む機会を得た｡グジブさんの場合､1957

年に母親が息子のいるイギリス-行き､1970年代に帰国した｡イギリスで得た資料をポーランド

-持ち帰ろうとしたら､息子に止められ断念 した｡当時は荷物検査が厳 しく､資料が兄を見つけ

られ逮捕 されることを息子が案 じたからである｡ポーラン ド国内では全く研究が進んでいない中

でのアメリカ､イギリス､フランスなど西側の先行研究は､目にする機会を得た遺族にとっては

驚きの事実であっただろう｡

実際 1980年代に入って､連帯が発足 してから少 しずつ外で話ができるようになったと言われて

いる｡パペシュさんによると､1988年にはクラクフの教会畔o畠C16壬ooMISJOnarZyPrZyullCyJLea)

に最初のカティン追悼石碑が置かれたという｡ビアウェツカさんは､1986年頃から正式ではない

が遺族会の活動を始め､若者たちに伝えていく役割を試みていった｡チェシェルスカさんも同様

に､連帯が出てきてから､徐々にカティンの森事件､シベ リア抑留について話せるようになって

きたと答えている｡そして､その間題について大学で講義をし､学生たちと議論 し合ったという｡

1980年代になって国内情勢が緩和され､それまでひっそりと暮 らしていた遺族は徐々に情報収

集などの活動を始められるようになった｡そ して､1989年の体制転換からそれまでの状況が一変

し､ようやく抑圧から解放され､自由を得 られるようになったのだが､そこから新たな問題が生

じ､時代の移 り変わりによって翻弄される遺族の姿が次の項 目から浮き彫 りになっていく｡
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②1989年以降体制転換以降

1989年の体制転換から､カティンの森事件に対する世の中の状況の変化､遺族の真相解明に向

けての行動､現在の抱える問題､ロシア､ポーラン ドに対する率直な意見を聞き取 り､遺族を取

り巻く環境､彼 らの意識の変化を分析する｡

a)カティンの森事件に封する世の中の状況の変化

(質問 8｢1989年の体制転換後､真相究明に向けて状況がどのように変化 したか｡自ら何か行動

を起こしたか｡｣より)

1989年の体制転換により､ポーランドは共産主義から解放され､民主主義への道を歩むことに

なった｡そして､1990年 4月 13日にポーランドのヤルゼルスキ大統領がモスクワ-赴いた際に､

ゴルバチョフ大統領が公式に犯行を認めている｡さらに､1991年にミエ ドノイエ､ハルキフで発

掘作業が行われ､そこで殺害された人のリス トも公開されたことで､カティン以外の遺族が父親 ･

夫の公式な消息を初めて知ることができるようになった｡1992年 10月には､エ リツィン大統領

からヴァウェンサ大統領へ､1940年 3月 5日のスター リンらのサインが入った､ポーランド人棉

校処刑の決断を下した文書を含む資料が一部公開された｡

全員が公の場で事件を話せるようになったと答えている｡パブウオプスカさんは､公式に犯罪

がソ連によって認められたことで､テレビ､ラジオ､新聞でも取 り上げられるようにな り､文献

も出版されるようになった｡1989年には遺族会も設立され､実際にカティン-行けるようになっ

たと答えている｡グジブさんは､遺族会から父親の死亡証明書､名前が載っているミエ ドノイエ

の リス トを得た｡ベ ウトフスカさんは､1991年に公開された資料の中のスタロビエルスク収容所

の リス トに父親の名前があり､1940年に父親から届いた手紙の送 り先がそこと一致 し､ハルキフ

で父が殺害されたと知った｡ しかし､未だにいつスタロビエルスク収容所を出たか､いつ殺害さ

れたかの正確な日は分かっていない｡ソリンスカさんは､家族が望みをかけていたにもかかわら

ず､スタロビエルスク収容所にいた捕虜も殺害されていたことが分かり落胆 した｡シェカンスキ

さんは､全てではないが､徐々に真実の解明をもとめることができるようになったと述べている｡

チェシェルスカさんは､1989年になって､カティン遺族会､シベ リア抑留経験者の会は設立され
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たこと､カルタ(○畠rodekKARTA ポーランド及び中東欧現代史を取 り扱 う非政府系の機関)や国民

記憶院で記録や情報を集め､それ らを徐々に公開し始めたことは非常に大きな変化だと答えてい

る｡なぜなら､約半世紀の間語 られることもなく､社会ではタブーとされてきた中で､次世代で

はほとんど知 られていないからである｡

体制転換期から公の場でも語 られるようになり､遺族も日々の緊迫感からようや く解放された｡

パブウオプスカさんは､職場で自分の父親がカティンのリス トに載っていたことを告げると､同

僚たちは驚いたとい う｡遺族にとって体制転換は､今まで張り詰めていたものから解き放たれた

ように､精神的にも快方へ向か うものだったと言える｡それで終わ りではなく遺族会設立を始め､

遺族が動き出すことで国は対応を迫 られ､国家間の問題に発展されていくことになる｡つまり､

ソ連が犯行を認めたことで､ようや く今後の対応に向けてのスター トラインに立てたのだが､そ

の後遺族は国家間でカティンの森事件が政治的に利用されていくのを目のあたりにすることにな

る｡

b)真相解明に向けての行動

(同質間 8､質問 9｢遺族会の活動｣より)

パペシュさんはまず死亡証明書の変更(1940年 4月にカティンで殺害という証明)を願い出た｡

2006年にはセイム (SeJm ポーランド共和国下院)とセナ ト (senat ポーランド共和国上院)に

4月 13日をカティン追悼の日とするよう文書を提出 した17｡グジブさんは､1989年以降､裁判所

に訴えを起こしたが､裁判所は提出書類が不十分という理由で､父親の詳細を証明する文書の発

行を拒否 した｡代わ りに､遺族会から証明書を得ている｡ ビアウェツカさんは､集会や資粁展示

会､特に学校で議論を行 うなど積極的な活動を行ってきた｡さらに､様々なメディアでカティン

の森事件を語る機会を得てきた｡1995年には遺族会の歩みや記録を書いた文献を友人と共に出版

している｡ベ ウトフスカさんは 1989年 9月頃に､合法ではないがカティン-行くことができた｡

その際に､オスタシュコフ収容所から生還 した人と一緒になり､彼から収容所の様子など情報を

得ることができた｡ (その時にはまだミエ ドノイエ､ハルキフについては公表 されていない｡)マ

172007年 11月14日にセイムで､4月13日をカティンの森事件犠牲者追悼の日とする決議が可決されている｡
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ルスカさんは 1989年以降に真相解明に向けて遺族会に入会 した｡ポッドグルチクさんは､1991

年 7月 10日に発掘作業終了後のハルキフの埋蔵場所へ最初の遺族代表として赴いた｡チェシェル

スカさんは､文献を出しそして資料を集め続けた｡一方､母親は亡くなるまでほとんど語ること

はなかった｡

ほとんどの遺族は､遺族会設立後すぐ入会 し､そこで情報の共有やイベン トの開催などの活動

をしてきている｡共産主義時代なら決 して集まることのできなかった人々が 1989年以降ほとんど

初めて顔を合わせ､同じ苦難を背負ってきた者が共に行動を起こすことで､会員のほとんどは高

齢でありながらも､遺族会は現在も機能 している｡

C)現在抱える問題

(質問10｢現在の抱える問題｣より)

事件から70年経った今､遺族の考える問題を挙げることは､遺族の歴史認識や問題意識､そし

て現代史におけるカティンの森事件の位置付けを測る上で非常に重要である｡

ほとんど全員が､事件から70年経った今でも解決 していないと思っているとともに､ロシアに

対 していち早く事件の全真相の公表を要求 している｡これに関しては､共産主義時代と変わらず

事実の追求の姿勢を表 している｡変化 した点は､そのことを隠さず公の場で言えるようになった

ことである｡ロシアに対 して賠償を求めているわけではない､ただ事実が欲 しい､そう答えた人

が多く見られた｡そ して､カティンの森事件を歴史の中で風化させないために､次世代へ伝えて

いくことが重要だと感 じている｡シェカンスキさんの意見で､｢現代のポーランド社会では､カテ

ィンの森事件がそれほど深く浸透 していない｣とあるが､実際､戦争を振 り返ることは少なくな

り､事件を知 らない若者もいるかもしれない｡2007年 9月にアンジェイ･ヴァイダ監督の映画 『カ

ティンの森』が公開され､一時国内外で話題になり､戦争犯罪の歴史認識という点ではポーラン

ド社会に少なからず影響を与え､興味を再び示 した国民もいたであろう｡ しかし､だからといっ

て､国民が立ち上がって真相の解明を求める旋風が巻き起きたとは言い難い｡カティンの森事件

だけに限らず､戦争の追憶は時代と共に薄れていくのは事実である｡そこで遺族が自分の父親 ･

夫に関する具体的な情報だけを求めるのではなく､歴史の風化を避けるため､そ して将来のポー
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ランドとロシアの歴史認識の共有に向けても次世代へ伝えていくのは彼 らの役割でもあるだろう｡

さらに､何人かは国際裁判へ持ち込むことを提言 している｡2009年 11月にポーランド各地か

らの 13人の遺族が欧州人権裁判所へ訴えを起こしている｡これに関しては第4章で明記する｡し

か しながら､国際裁判が事件解決に向けての大きな進歩をなすとは今のところ言い難い｡

d)ロシア､ポーラン ドに封する感情

遺族のロシアに対する見解 として､ロシアには嫌悪感を示す人が多かった｡カティンの虐殺を

認めないどころか ドイツに罪を着せ､共産主義時代の間､力で制圧 したソ連とい う国の体制から

も偏見を持っていると感 じられた｡一方､ロシア人そのものには憎悪の感情はないと答えている｡

実際､シベ リアに抑留された遺族はそこでロシア人から援助を受けた､あるいは共産主義時代に

夫のロシア出張に同行 しそこでロシア人と交流 し悪い印象は受けなかったと話 した遺族もいた｡

一方､その体制下でのロシア人は貧 しいと同情の念も示 した人々も見られた｡さらに､共産主義

時代の名残のせいか､ポーランドはまだロシアの政治的な圧力を恐れてお り､強い姿勢で臨めな

いと答えた人もいる｡カティンの森事件に限らず､なぜ共産主義時代のソ連の犯罪が､1991年の

崩壊後から現在まで世界に公にされず､清算されず､しかも事実を隠蔽 しようとするのかと不満

を言 う遺族も度々見受けられた｡ したがって､これ らの見解から､ポーランド人､特に遺族のロ

シアに対する不信感は､ロシアそのものの国の体制や政治的な方向性から生 じているようである｡

彼 らの中でポーラン ド･ロシアの関係改善の前提として､まずカティンの森事件の解決が最重要

だと答える人々は少なくない｡

6.インタビューから見える事件の別の側面一時代に翻弄され遺族

本インタビューでは､カティンの森事件が持つ 2つの側面､つまり ｢事件の真相解明｣だけで

はなく ｢政治の道具｣としての事件にも着眼点を置いた｡多くの研究が事件の真相究明に向かい､

殺害された者のプロフィールや殺害場所を細かく特定するところまで調査が進む中､それとは別

に､この事件をポーランド､ロシア人の記憶の中にどのように定着させるかを巡って､様々な立
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場の人が様々な方法で労力を費や してきた｡共産主義時代下では､事件は隠蔽 され､人々がその

事実を記憶の奥底に沈めるように圧力が加えられた｡ しかし､1989年の体制転換によってポーラ

ン ドに非共産党政権が樹立されると､反ソ (反ロシア)政権は､今度はポーラン ドのナショナ リ

ズムを高揚させる象徴としてこの事件の真相究明を声高に叫ぶようになった｡同時に､この事件

の真相究明がポーランドとロシアとの政治的駆け引きの材料として扱われるようになり､事件が

50年経った後にもまた政治化 していった｡そうしたプロセスの中で､犠牲者の遺族たちは､沈黙

を強要されたり､表舞台に引きず り出されたり､翻弄され続けたことをインタビュー調査で明ら

かにした｡

本インタビューは､虐殺の正確な記録を追い求めるのではなく､遺族の声を直に聞くことで時

代に翻弄された遺族の意識を分析 していくことが目的であった｡そして､このインタビューから

現代史における困難な問題をどう捉え位置付けていくかを考察 してきた｡

共産主義時代は事件を口にすることができず､関係者であることから共産党当局から何かしら

の抑圧を受けてきたのは遺族の証言から明らかである｡その状況下でも遺族は､父親もしくは夫

の消息の情報を得ようとしていた｡実際､西側での研究は進んでお り､地下出版で国内へ持ち込

まれた文献からそれを読み取ることができる｡

しかし､体制転換後､自由になり遺族の真相解明に対する期待が高まったのだが､今度はカテ

ィンの森事件がポーランドとロシアとの間の政治的なカー ドとして利用 されるようになった｡遺

族たちは賠償や謝罪が欲 しいわけではなく､ただ真実を知 りたい､そしてロシアが事実を認める

ことを願っているのである｡そうであるにもかかわらず､国家間の関係構築において事件が政治

化 し外交問題が生 じている状況である｡遺族がどう生きてきたかを見ることによって､戦争中､

共産主義時代､体制転換後という主に 3つに区分された時代背景の変化をより明確にすることが

できた｡

事件後 60年たった2000年にカティン､ハルキフ､ミエ ドノイエ-の墓地の開設16は､遺族へ安

堵感をもたらした｡インタビュー対象者のほとんどは一度は父親が葬 られている地に足を踏み入

18 ヵティン 2000年 7月 28日､ハルキフ 2000年 6月 17日､ミエトノイェ 2000年 9月 2日に墓地が開設さ
れた｡
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れている｡墓地の開設は､様々な問題を抱えながらも､事件解決のプロセスの中での大きな成功

であった｡

両国間の現代史においてカティンの森事件は解決すべき問題の優先性から見ると､位置付けは

高い｡あと数十年もすれば､現在活動 している子供世代の遺族がいなくなる｡残念ながら孫世代

以降はあまり積極的に参加 していない印象が見受けられた｡関係者が減ることは事件解決に向け

て立ち上がる人がいなくなることであり､それは事件が自然と時効になっていくことを意味する｡

カティンの森事件という70年前の将校虐殺から現在に至るまで､歴史的事実だけではなく､時

代が移 り変わる社会の中で事件が政治化 していく過程を､遺族の証言から裏付けることができる｡

インタビューを通 して遺族が最も望んでいることは､繰 り返 し述べているが事件の事実を明らか

にすることだ｡事件の政治化は全真相解明という着地点は同じかもしれないが､遺族の望みとの

間に少なからず溝ができつつあるということが､インタビューを通 して確認できた｡

カティンの森事件の究明は､1940年に起こった事件の真実を明らかにするということだけでは

なく､ポーラン ド･ロシア間に存在する政治的摩擦の象徴 として､さらには東西対立の象徴とし

て､それぞれの時代にそれぞれの方法で利用 されてきたことが浮き彫 りとなった｡そのことこそ､

現在まで引き継がれたカティンの森事件のもうひとつの真実と言える｡本インタビューはそれを

実証するための大変意義深いものであるだろう｡
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第四章 現代史における評価と今後の展望

1.現代史の中でのカティンの森事件の位置付け

①戦後から共産主義時代から現在までの状況

第二次世界大戦での枢軸国による戦争犯罪は､とりわけニュルンベルグ裁判や東京裁判に関 し

ては､様々な場で多くの議論が展開されているので､本稿ではその本質を考察することはしない｡

ポーランドは大戦中､二つの大国であるドイツとロシア (ソ連)､つまりヒトラーとスター リンに

挟まれ､多大な犠牲を強いられた｡ポーランドではそれ ら2つの犯罪がほとんど同じように批判

されている｡2つの犯罪の後処理の違いとして､ナチス ･ドイツの犯罪は国際裁判で裁かれ判決

が下され､刑も執行 されているが､カティンの森事件を含むソ連の犯罪は裁かれていないとい う

ことである｡ニュルンベルグ裁判でもカティンの森事件が表沙汰に取 り上げられることはなかっ

た｡ソ連の犯行であることは 1943年の事件発覚後の ドイツが設置 した特別調査委員会から明らか

であり､連合国側も事実を認識 していた｡ しかしながら､ニュルンベルグ裁判はそれ自体､ナチ

ス ･ドイツを全否定 したものであり､もし連合国の一員であったソ連の犯行と決めつけると､ナ

チス ･ドイツを裁く法廷で連合国の戦争責任が問われかねないことになってしま うとい う背景が

ある｡実際､ニュルンベルグ裁判にせよ東京裁判にせよ､その構成は戦勝国の裁判官によるもの

であり､敗戦国の戦争犯罪人に対するものであった｡そのため枢軸国が犯 した犯罪行為が対象 と

され､大戦に関わった全て国の戦争犯罪を国際法廷で裁くというものではなかった｡もし､仮に

数万人の一般住民を犠牲にした ドレスデン空襲や広島 ･長崎の原爆投下､カティンの森事件等､

連合国側が犯 した犯罪をも同 じ法廷で裁かれていたら､また歴史は大きく変わっていたであろう

(藤田,[1995])｡

共産主義体制下ではカティンの森事件は ドイツの犯行と認識されるとともに､公の場で人々が

口にすることさえ禁 じられ､それを破る者に対 しては処罰を与えた｡あらゆる場所で ｢カティン｣

という言葉が排除されたのである｡それに関して共産党当局の指導の下で､ソ連の見解が客観的
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に記述されている､そ してソ連にとって都合･の悪い記述は削除 されている当時の文献と百科事典

を紹介するD

序論でも先行研究として挙げているが､1945年にはクラクフの情報宣伝局によって Fカティン

の真実』が出版 された〔Wcgew6dzhUrz等dInformac]1IPropa野ndyw Krak(m e,[1945Ⅰ)｡ この文献で

は､カティンの森事件は 1941年秋にドイツが行った犯行だと記載されている｡1952年には､ボ

レス ワフ ･ヴィチッキの Fカティンの真実』が出版 されており､これにも同様 に犯行 はドイツに

よるものだと書かれている (W句nckl,[1952])｡ ドイツの犯行 とい うのは当時の ソ連の公式見解で

あり､これらの文献は勿論検閲をクリアしており､そして疎僧 的な要素を含んだ文献であること

が分かるD

次に､共産主義時代の百科事典 (1965年出版､全 13巻)を見てみる｡ ｢Ⅰこ｣の項 目の ところに､

｢EATYLINA｣の次は ｢ⅠこAUAI｣であり､托こATln寸｣がないことが見て取れる｡
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一方､体制転換直後の 1991年に出版 された 1巻本の百科事矧 こは ｢ⅠぴJY由｣の説明がある｡

同4-2.1991年に出版された百科事典

出所 EncyklopedlaPcpulama,[1991],p365仲 央下部の四角で囲んでいる部分がカティンの項目)

このことから､共産主義時代ではカティンの森事件を公の場で口にすることができなかっただ

けではなく､百科事典のような人々が手にする一般的な書物からもカティンの森事件が消されて

いたこと､事実とは異なるソ連の見解を認知 させていたこと､そしてそれらは親戚的に行われて

いたことが分かる｡

共産主義時代でも事件の事実は周知きれていたが､その証拠なしで確証を得ず言わば憶測で語

っていた.それが､新 しい情報つまり1989年以降のソ連 (ロシア)側からの公開文書による決定

的な証拠な どから､近年の研究は主にこれまでの調査を再確認するものとなったOすなわち､共

産主義時代での西側諸国の調査患具はほとん ど正確であったことが実証された とい うことである｡

次に､近年のポーランド･ロシア関係について記述する｡両国間には､カティンの森事件やシ

ベリア強制労働などソ連時代にポーランド国民にふりかかった悲劇の真相究明や被害者に升する

賠償や謝罪問題 といった多くの課題が残されている.プーチン大統領は､20CrO年 4月 12E]､大
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統領就任前にクワシニエフスキ大統領 (AleksanderKwa畠nleWSkl)と電話会談 し､カティンの森事

件の合同調査を提案 し合意 した｡さらに､プーチン大統領は過去の清算問題に対する姿勢は積極

的かつ建設的であり､スター リン政権の歴史に対 して目をつぶる気はないという内容の発言をし

た｡ロシア側から自発的に問題解決に取 り組む姿勢を示 したのであった｡そして､発言だけでは

なく､ワルシャワを訪問の際にポーランド地下政府及び国民軍兵慰霊碑に､ボスナンでもポーラ

ン ド地下政府記念碑及びボスナン暴動記念碑を訪れて花束を捧げた｡これはプーチン大統領の意

思により急速実現 したものであった｡これ ら一連の行動は､両国がパー トナーとして過去の苦い

歴史を共に克服 していくための精神的準備がようやく整ったことを示 した｡

2002年 1月 16日と 17日にプーチン大統領はポーラン ドを公式訪問 した｡8年ぶ りのロシア大

統領訪問であった｡17日は､1945年のソ連軍によるワルシャワ解放から57回 目の記念 日であっ

た｡プーチン大統領到着以前のポーランドは､両国関係新構築への期待 と過去の清算問題から生

じる懐疑とが入 り混 じった複雑な空気が漂っていた｡しかし､公式訪問日程が進行するにつれて､

クワシニエフスキ大統領をは じめとするポーランド主要人とプーチン大統領との関係は按近 し始

めた｡この 2日間で実務 レベルにおける具体的な決定はなされなかったが､総括的にはこの機会

をポーランド･ロシア関係の転換点と言 うにはまだ早すぎるものの､少なくとも新関係構築の出

発点となったという評価は定着 しつつあった｡

しかし､2004年 4月､ロシア連邦最高軍事検察庁は､1990年 4月 27日から始まったカティン

の森事件の訴訟手続き(調査 No159)を､被疑者の死亡､およびロシア検察が事件の調査はロシア

の機密事項に関係するという理由で終了することを明らかにした｡そして､2005年 3月 11日に､

調査No159の終了が公式に発表された｡カティンの森事件資料 183巻のうち 116巻がロシアの国

家機密に関わるとされた (Kamlhskl,[2010])｡

そして､2010年4月7日に行われたカティン70年追悼式典に､ポーランド･トウスク首相(Donald

FrancISZekTusk)とプーチン首相が共に出席 した｡これまでロシアの指導者がカティンを訪れたこ

とがなく､これは異例の出来事であった｡プーチン大統領が演説で ｢全体主義による残虐行為を

正当化することはできない｣と述べたこともあって､このプーチン首相の式典出席は評価された

が､その時点でのロシア側からの新たな情報の公開等はなかった｡
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しかし､4月 10日のポーランド大統領機墜落事故以降､ロシア側に協力的な対応が見られるよ

うになった｡4月28日に､ロシア公文書館は､メ ドページェフ大統顔(DmltrllAnatolleVIChMedvedev)

の指示で､スター リンら指導部が将校たちの銃殺に同意 した署名入 り文書などの実物をインター

ネ ットのサイ トで公開 した19｡およそ200万人のアクセスがあったとい う(GazetaWyborcza,[2010

429],Rzeczpospollta,[2010428a])｡そして､5月 8日､対独戦勝 65周年式典のため訪露 していた

ポーランドのコモロフスキ大統領代行 (当時)(BronlS壬awKomorowskl)は､ロシアのメ ドページ

ェフ大統領と個別に会談 した｡その際､メ ドページェフ大統領はロシア検察当局の捜査資料 67巻

(全 183巻)を引き渡 し (GazetaWyborcza,[201058])､さらに今後順次資料の引き渡 しを行 うと

明言 した｡

一方､ロシア公文書館長は 70年追悼式典開催前の 3月末に､ロシアの新聞のインタビューで

1940年にNXVDによって殺害されたポーランド人に関する新 しい文書が存在すると発言 したが､

どのような文書かは述べず､ただ現在も機密文書となっているとだけ述べた｡この文書は､カテ

ィンの森事件同様､ベラルーシで殺害された 3,870人の犠牲者の名前が載った文書のうちの一つ

で未 だに明 らかに され ていない ｢ベ ラルー シのカテ ィン リス ト｣ だ と推測 され てい る

(Rzeczpospollta,[2010 44])｡4月 7日のカティン70年追悼式典にて､プーチン首相がそのリス

ト明らかにするかと思われたが､残念ながらそのような行動は見られず､ポーランド国民を落胆

させた(Rzeczpospollta,[201047a])｡つまり､現在､ロシアによって公開されている全犠牲者 21,857

人のうち､カティン 4,421人､ミエ ドノイエ 6,311人､ハルキフ 3820人､ピコプニア 3,435

人は犠牲者 リス トにて明 らかになっているが､残 り 3,870人は未だに消息不明のままである

(AbarlnO W,[2007])｡そして､キエフ近郊ピコプニアでは発掘調査が 2001年から幾度かにわたっ

て行われてお り､現時点ではピコプニアでは､カティン､ミエ ドノイエ､ハルキフに続く4番 目

の墓地建設が進められている｡

19右記のアトレスにて公開されているohq)//rusarchlVeSru/publlCatlOrL偲a申1/spISOkshtmi
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Pl4-3 各地域ごとの甥牲者の牡

出所 GazetaWyborcza,[2010,46]

したがって､カティンの森事件記念式典の主催､プ-チン首相の式典出席､梁料の一部公開な

と､ロシア側からの和解-向けての歩み寄りが見えたが､遺族が望む文書の未公表なと事件の全

容が明らかになっていない部分が多く､最終的な解決に向けてはまだまだ時間がかかりそうであ

る山遺族は未だ消息の分からない犠牲者の情報を長い間待ち続けている山

2010年 11月25日には､ロシア下院で ｢カティンの森事件はスタ-リンの犯罪である｣と450

人中315人が承認した山翌月12月にメト--シェフ大統領がポ-ランドを公式訪問した際に､カ

ティンの森事件の機密梁料を新たに渡し､その後も含めて現時点 (2011年4月)で 183巻中137
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巻がポーラン ドに公開されたことになる｡残 り 10冊は公務上の使用で､36冊は機密扱いとなっ

てお り､それ らが今後公開されるかどうかは今のところ分からない｡

2011年 4月 11日には､コモロフスキ ･ポーランド大統領､メ ドページェフ大統領は墜落事故が

起きたスモレンスク､そしてカティン-追悼のために訪れた｡スモレンスクに事故犠牲者の慰霊

碑が作られたが､ロシア側により別の碑文にかけ替えられてことが明らかになった｡新たな碑文

には､カティンの森事件への言及が削除されていた｡現時点では､国際的なコンクールで募集 し､

碑文についても両国間で協議する方向で決着 している｡それ以前に､事故の調査はロシアが一任

していること､事故の原因について､ロシアはポーランド側の操縦 ミス､ポーランドはロシア側

の誘導が原因とし､責任問題が真っ向から対立 している｡事故直後のロシア側の熱心な対応から

両国間の関係は改善の兆 しが見えたが､再度悪化 しつつある現状である｡

②欧州人権裁判所を通 じた真相究明の模索

カティンの森事件が国際裁判に持ち込まれていることも述べておきたい｡訴状の一つとして､

2009年 5月24日にポーランド各地の13人の遺族が欧州人権裁判所 へ訴えを起こした(Document,

[2009])｡その内容は､｢カティンの森事件を国際法の規定により戦争犯罪､人道に対する犯罪もし

くは集団虐殺罪(ジェノサイ ド罪)に認定されること｡欧州人権条約に基づいて現実的そ して効果的

な方法で人権侵害が認定されること｡｣である (Kamlhskl,[2010])｡2009年 11月 24日には裁判所

はロシア-カティンの森事件の遺族による提訴ならびに 6つの質問事項を伝え､ロシア側からの

返答の期限を2010年 3月 19日までとした｡質問内容は次の通 りである｡

(1)｢ロシアは､原告の親類の死亡調査を欧州人権条約第 2条(生命権)に基づいて適切にかつ効

率よく行ったか｡特に､原告は殺害の証拠や決定を裏付ける手続きを含む調査資料へのアクセス

権を十分に与えられたか｡｣

(2)｢ロシア政府は 2004年 9月 21日付のカティンのケースの訴訟手続き(調査 No159)の中止決

定書のコピーを作成することを原告から要求されたことについて｡｣

(3)｢当事者が原告の親類に関する文書､NXVDが直接関係 し作成 したリス トの記録､原告の親

類のうちの 3人の身元確認について 1943年の発掘に関する文書の作成を求められたことについ
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て｡｣

(4)｢原告の試みは､彼 らの親類の消息の情報を得るために､ロシアは要求に応えるために顧慮

したか｡原告は､条約第 3条(拷問､非人道的な待遇または刑罰の禁止)によって､法の保護を奪わ

れるような扱いを受けたか｡｣

(5)｢原告が犯罪の犠牲者であることを､そして/もしくは親類の死亡に関する調査資料へのア

クセスを否定されたことは､条約第 6条(公正公開の審理を受ける権利)と矛盾 していないか｡｣

(6)｢原告には､条約 13条(公的救済の権利)によって求められる裁量において､申し立てに対す

るロシア国内で考えられる効果的な救済法はあったか｡｣､以上 6つの質問がロシアになされた ｡

そして､3月 19日にロシアからの返答があった (Rzeczpospollta,[201043a])｡それによると､

｢ポーランド人が射殺 されたとい う確証はない｡｣､｢ロシアはカティンの森事件調査をする義務は

ない｡｣､さらに文書では ｢虐殺｣､｢犯罪｣という単語を使われず､｢問題｣､｢カティンでの出来事｣

と記されてお り､無論ロシア側からの事件解決への協力を得ることはできなかった(Rzeczpospollta,

[201043b])｡ したがって､ロシア側が応 じない限り､国際法廷での裁きも前に進めないというこ

とである｡この欧州人権裁判所への訴えは一部の遺族による活動であり､ポーランドの遺族会員

全てに浸透 しているわけではないのが現状である｡

現時点では (2011年 7月 12日現在)､6つのカティンの森事件に関する訴状が欧州人権裁判所

に提出されている｡そのうち2つの訴状が受け入れ られ､同時に裁判所は欧州人権条約の第 2条､

3条を犯すロシアのポーランド人に対する全ての行為を検討することを決定 している｡そして､3

つの訴状は形式的な理由から無効とされた (TVP24,[2011712])｡

ポーランド国民の総意としては､以降の項 目で示す世論調査でも表されている通 り､国際裁判

にてロシアが裁きを受けることではなく､現在も封印されている全資料の公開､そしてロシアが

事実を認めることを求めている｡国際裁判で最終判決が下されれば､名 目上事件の解決を意味す

る｡ところがそれは両国間にとっては通過点にすぎず､また新たな溝ができ､関係改善の方向性

を見失 う恐れがある｡新 しい対立を生むのであれば､欧州人権裁判所に判断を委ねることはあま

り大きな意味をなさないかもしれない｡第三者を挟んだ裁判の判決による強制執行からではなく､

互いに歩み寄 り理解を示 し､歴史認識の共有を進めていくことが事件解決へ残された選択肢では
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ないかとも考えられる｡

③2009年 9月第二次世界大戦勃発 70年

1939年 9月 1日にポーランド北部のグダンスク郊外のヴェステルプラッテ-の ドイツ軍の侵攻

で第二次世界大戦が勃発 した｡そ して､2009年 9月 1日に開戦 70年の記念式典が開催 された｡

戦争勃発の直接の当事国である､ドイツ､ロシア､ポーランドをはじめ､EU加盟国やアメリカな

ど約 20カ国の代表者が式典に出席 した｡

ヨーロッパ諸国とロシアとの間では､大戦勃発の見解が異なっている｡ヨーロッパ諸国では､

1939年 8月 23日に締結された独ソ不可侵条約の中のポーランド分割の秘密議定書に基づき､1939

年 9月 1日に ドイツが西部ポーランドに侵攻 し､その 17日後にソ連軍がポーランド東部から軍を

進めていったことで大戦が始まったとされている｡つまり､ ドイツとソ連における協定合意こそ

が大戦の引き金を引いたとの解釈である｡一方､ロシアは､1938年 9月のミュン-ン会談でイギ

リスとフランスのナチス ･ドイツに対 して宥和政策をとったことが､1年後の ドイツとソ連との

協定､つまり独 ソ不可侵条約を締結することになったと主張している｡ ドイツの圧力を軽減させ

るために､ソ連もドイツに対 して融和的な姿勢を取 らざるを得なかったというのである｡ ミュン

-ン会談こそが大戦の起点であるというのがロシアの主張である (毎日新聞,[200995])｡

この式典の背景として､2009年 8月 20日に､ロシア国営テレビは ｢秘密議定書の秘密｣とい

うドキュメンタリー番組を放送 した｡これは独ソ不可侵条約締結 70年に合わせたものである｡そ

の中で､ポーランドは 1934年に ドイツと軍事協力などの項 目を含む条約を締結 し､これはソ連に

対抗 したものだと述べ､さらに ｢ドイツと最初に手を組んだのはポーランドである｣と指摘 して

いる｡それに対 し､ポーラン ド側は､戦争勃発の原因がポーラン ドにあるとの印象を与えている

と批判 したが､ロシア外務省は､テレビ番組の内容にまで干渉することはできないと返答 した (毎

日新聞,[2009829])oこのようなロシア国内の背景から､プーチン首相は開戦 70年の式典に臨ん

だ｡

プーチン首相は､式典の前 日の 8月 31日付けでポーランド紙 ｢ガゼタ ･ビボルチャ(Gazeta

wyborcza)｣へ記事を投稿 している｡独ソ不可侵条約については､ ドイツとは梼曙なく協定を結ん
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だこと､さらに第一次世界大戦後のベルサイユ条約､ミュン-ン協定におけるイギリス､フラン

スの宥和政策､この協定によってポーラン ドとハンガリーもチェコスロバキアの領土の割譲を要

求 したことなど､ ドイツとソ連の協力だけが戦争を引き起こした原因でないと主張している｡そ

して､カティンの森事件に関しては､犠牲者に対 し遺憾の念を表 しているが､同時に 1920年のポ

ーランド･ソ連戦争によって捕虜になったソ連軍に対 しても､カティンの森事件同様､互いの民

族に対する悲劇を共に受け止める必要があるとも述べている (GazetaWyborcza,[2009831])｡

さらに､プーチン首相とトウスク首相は式典を前に会談 し､その後の記者会見で両国間の歴史

認識をめぐる対立において､検証すべき歴史問題があると指摘 した (東京新臥 [200991])｡そし

て､カティンの森事件の資料公開を､ トウスク首相が要求 したのに対 し､プーチン首相は前向き

な姿勢を示 した｡

記念式典の演説で､プーチン首相は､ファシズムとの戦いとその勝利は多大な損害を祖国に与

えたこと､第二次世界大戦での犠牲者のうち約半数はソ連国民であると強く主張 した｡そして､

前述での ｢ガゼタ ･ビボルチャ｣紙への投稿のとお り､第二次世界大戦は 1934年から1939年の

間の協定､つま りミュン-ン協定での宥和政策をは じめとするナチスとの協力が引き金となり､

結果として悲劇を引き起こしたと述べている｡スター リン時代の過ちを認め､過去を克服 し､新

しい関係を築き上げるという願望を述べているが､カティンの森事件など､ソ連時代の不当行為

に関して直接触れることはしていない｡プーチン首相の演説は､第二次世界大戦の勝利はソ連の

｢正義｣とし､戦争へと導いた責任は他の国にもあるとい う見解を示 した｡

ドイツのメルケル (AngelaDorotheaMerkel)首相は､演説の中で ドイツのポーランド侵攻はヨ

ーロッパや世界に多大な危害を加えたと謝罪 し､ ドイツの首相としてこの式典に出席できたこと

は､我々のパー トナーシップ､協力､友好の証だと述べている｡一方､1,200万人以上の ドイツ人

が戦後のポーランドとの国境の取 り決めによって居住地から追放 されたのは不当であり､この点

も認識されるべきだとの見解も表 した｡

トウスク首相は､ほとんどドイツ軍による攻撃に関して述べてお り､ロシア側から受けた被害

については触れていない｡一方で､ポーランド･カチンスキ大統領は､ロシアに対する批判の発

言が見られた｡カティンの森事件は 1920年のポーランド･ソ連戦争によるポーラン ド軍のソ連章
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撃退への復讐であると､そしてポーランド人はその真実を知る権利があると主張している｡

ポーランドとロシアとの間では､大戦における歴史認識をめぐる対立が現在もまだ続き､この

時点から見ると両国の歴史の共有から和解への道のりは遠そうである20｡

④2010年カティンの森事件虐殺 70年

2010年 4月 7日にロシア側の主催でカティン追悼 70年の式典が行われ､ トウスク首相 とプー

チン首相が共に出席 した｡これまでロシアの代表がカティンを訪れることがなかったことから､

プーチン首相の式典出席は評価されたが､その時点でのロシア側からの新たな情報の公開等はな

かった｡プーチン首相は演説で､まず 1930年代に同じカティンの地で殺害されたソ連国民につい

て触れ､そしてカティンの森事件に関しても ｢全体主義による残虐行為は明白で､決 して正当化

することはできない｣と述べた｡ロシア側の主催で式典が行われた理由として､アメリカの影響

力が東欧へも増 してきていること､北大西洋条約機構PATO)の東方拡大によるロシアの東欧に対

する影響力の低下への危機感がロシアにはあったことを指摘 したい｡さらに付け加えるならば､

ヨーロッパとの安定性を図るために､まずは反ロシア感情が強いポーランドをは じめとする東欧

諸国との関係修復が不可欠だとの判断がなされた背景がある｡

この歴史的な式典の 3日後､4月 10日のポーランド側の主催での式典には､カチンスキ大統領

夫妻､遺族が出席することになっていた｡一貫 してロシアとは敵対姿勢をとっていたカチンスキ

大統領は 7日の式典には招待されず､別 日程でポーランド主催での式典を行 う必要があった｡同

じ年の秋に大統領選挙を控えていたため､国民が高い関心を寄せるカティンの森事件の 70年追悼

式典に参加 しなければ選挙に大きな影響を及ぼす可能性があったからである｡ライバル政党所属

の トウスク首相だけがロシアに招待 されたことで､今後の対話の窓口が一本化されてしまうかも

しれない状況だったことから日程を分けて式典を行わなければならなかったとい う背景がある｡

こうしたことから､今回のカティン70年式典は､ポーランドによって､そしてロシアによっても

政治的に利用 されたことになる｡その最中での大統領機墜落事故であった｡

墜落事故後､4月 28日にはロシア側から新たな文書の存在､公表の提示があった (TVPINf O,

20 2009年 9月第二次世界大戦勃発 70年-ロシア､トイツ､ポーラント各国首脳の演説- (参考資料 1 巻末)

-102-



[2010428])｡そして､メドページェフ大統領は､カティンの森事件について ｢歴史の担造であり､

それは国外にいる人たちに対 しても罪を犯 し､我々も同様に罪を犯してきた｡事件に興味を持つ

ロシア国民､外国の人々に対 して､その真実を伝えなくてはならない｡ しかしながら､ソ連はか

って法と自由を黙殺する体制にあり､それを実現させることができなかった｡｣と述べている

(Rzeczpospollta,[201057])｡5月 8日､第二次世界大戦戦勝 65年記念式典のため､コモロフス

キ大統領代行 (当時)がモスクワ-向った際､メドページェフ大統領と個別に会談した｡その際､

メ ドページェフ大統領は､カティンの森事件の捜査機密ファイル 183冊のうち67冊を引き渡 し､

引き続き資料の秘密解除を進めていくと述べた｡事件に関するロシア側の証左資料のポーランド

-の引き渡しはこれが初めてである｡これ らの資料の引渡 しが順調に行われ分析が進めば､事件

の全貌解明や被害者の名誉回復につながると思われる｡前述の通り､現時点 (2011年4月)で 183

巻中 137巻がポーランドに公開されており､残 り10冊は公務上の使用で､36冊は機密扱いとな

っている｡

同年 9月 2日にはミエ ドノイエで､9月 25日にはハルキフで遺族出席の 70年追悼式典が行わ

れた｡ハルキフではコモロフスキ大統領およびアザロフ (MykolaYanoヽγchAzarov)･ウクライナ

首相が出席 した｡コモロフスキ大統領はキエフ近郊のピコプニアにカティン､ミエ ドノイエ､ハ

ルキフに続き4番目の墓地を早急に建設 したいと演説で述べている｡

⑤カティンの森事件に関する公開資料

最初のカティンの森事件に関する文献はすでに述べている通り､ドイツによって 1943年によっ

て出版された 『カティンにおける大量虐殺に関する公式資料』である (Materlal,[1943])｡そして､

その後のほとんどの文献は､ソ連側からの資料がない中で､1948年にロンドンで出版された 『カ

る｡全 4巻からなる 『カティンの森事件に関する文書』は､第 1巻 目の 1995年から､1998年､

2001年､2005年の順に出版されている｡

カティンの森事件の関連記録文書は旧ソ連公文書館に保管されている｡1990年にポーランドと

ロシアとの間で ｢文化､科学､教育の分野における共同宣言｣がなされ､それにより全てではな
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いが歴史家やアーキビス トがポス トソ連の保有する文書へのアクセスが可能になった｡ しかし､

ソ連時代の文書の公開までには至 らなかった｡1990年 4月 13日､すなわちゴルバチョフがカテ

ィンはソ連の犯行と認めた日に､東部地域にいたポーラン ド人戦争捕虜の悲劇に関するソ連共産

党の文書が初めて公開された｡しかしながら､それはソ連側によって取捨選択 されたものであり､

完全な公開であったわけではない｡その後､ロシア人歴史家たちがカティンの森事件の事実に近

づけるよう学術界で働 きかけた｡1991年秋に､ポーラン ド国家文書最高管理機関 (Naczelna

Dyrekc｣aArchlW6w PahstwovjyChRP)とロシア政府文書間題における委員会 (KomltetdoSpraw

ArchlW6wprzyRz卑dzleFederac｣1RosyJSkleJ)との間で､ポーランド側によりロシアの豊富な文書へ

のアクセス-向けての協議が始まった｡その目的の一つとして､ポーランド人戦争捕虜の行方に

関する文書の出版があった｡1992年 4月､コジェルスク､オスタシュコフ､スタロビエルスク収

容所にいたポーラン ド人戦争捕虜の殺害に関する文書収集を行 う共同編集グループの結成が決議

された｡その後まもなく､9月にロシア政府文書間題における委員会が保有する､収容所管理に

関わる国家文書の複写許可が 4月の決議に付け加えられた｡1992年 10月にはエ リツィンにより

新たに文書が公開され､1940年 3月 5日付のスター リンらのサインが入ったポーランド人戦争楠

虜殺害決定の文書 (べ リヤ書簡)などが明らかになった｡(KatyhDokumentyZbrodnl,Tom1,[1995],

pp49-50)そ して､1992年中にそれ らの公開文書のポーランド語訳が出版 されている (Instytut

stud16wPolltycznychPolskleJAkademllNau k,[1992])｡

全 4巻からなる 『カティンの森事件に関する文書』は､1939年 9月 17日以降のソ連のポーラ

ン ド侵攻から､将校 らを捕虜 としその後の彼 らの運命を辿ることができ､公文書館の文書を集め

た最初の学術的な文献である｡文書のほとんどは前述のとお りソ連公文書館のものであるが､そ

れだけではなく､本書にはポーラン ドを始め関係諸国の機関や報道資料から事件に関わる重要事

項の資料も掲載されていることも付け加えておきたい｡第 1巻は､『戦わず して捕虜へ､1939年 8

月-1940年 3月』､第 2巻は 『全滅､1940年 3月-6月』､第 3巻は 『カティンの森事件に関する

文書､第三巻､生き残った者の運命､1940年 7月-1943年 3月』､第 4巻は 『カティンの森事件

に関する文書､第四巻､カティンの反響､1943年 4月-2005年 3月』と､各巻のテーマに基づい

て､年代､日付順で文書が紹介されている｡
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a)第 1巻 『戦わず して捕虜へ､1939年 8月-1940年 3月』

第 1巻の最初は､1939年 8月 23日に ドイツとソ連によって交わされた独ソ不可侵条約の内容

である｡そこにはポーランドを東西で2分割する秘密議定書も付け加えられている｡

1939年 10月 2日付で､べ リヤとメフリス (LewMechllS)はスター リン-捕虜の扱いに関する

文書を送っている(KatyhDokum entyZbrodnl,Tom1,nr36,[1995],p127)｡NKVDは､捕虜を民族､

領土､職業､軍の階級ごとに厳密に分類 していた｡当文書には､ウクライナとベラルーシ国籍を

持つ戦争捕虜､両国に住む他の国籍の住民の解放､ポーランドの ドイツ分割部出身の戦争捕虜は

ドイツ側 との交渉での引き渡 し､ポーラン ド人将校をはじめ､職業 ･階級ごとに収容所を分類､

うち将軍､大佐､中佐､その他のポーラン ド上級国家公務員､軍関係公務員はスタロビエルスク

収容所へ､情報機関員､防諜機関員､憲兵､警察官､看守はオスタシュコフ収容所へ､ ドイツに

分割されたポーラン ド領土出身の戦争捕虜はコジェルスク収容所 とプテイヴル収容所へなど記載

されている｡ (ザスラフスキー,[2010],pp18-20)

続いて､10月 8日付でべ リヤは捕虜､衛兵､近隣村落住民に対する秘密警察の実務の原則と方

法についての指令に署名 した (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom1,nr46,[1995],pp150-152)｡ソ連秘

密警察はそれまで自国民を弾圧 し､強制収容所を組織 してきた経験の蓄積から､その機能を把握

していた｡その経験により､秘密警察は捕虜の態度を常に監視 していたことが当文書で読み取る

ことができる ([2010],ザスラフスキー,pp21-24)｡その監視から ｢使えそうな｣ポーラン ド人捕

虜 と､｢ポーランド再興｣のために戦お うとする反ソ的な捕虜とを見極め､後の処刑か否かの選別

に役立てたのであろう｡

1939年 10月末から11月初旬にかけて､ ドイツとソ連との間でポーランド人捕虜の交換が行わ

れた｡ ドイツ支配下地域出身のポーランド兵約 43,000人が ドイツ側へ､ソ連支配下出身の兵士約

14,000人がソ連側に引き渡された ([2010],ザスラフスキー,p25)｡10月 27日付の文書では､ナ

チスによる迫害を恐れたワルシャワ近郊出身のユダヤ人が､ ドイツ側に引き渡されるのを拒みソ

連に残ることを望んでいるという報告がされている(KatyhDokum entyZbrodnl,Tom1,nr80,[1995],

pp218-220)｡翌 日､10月 28日には､指導部よりべ リヤ宛にその願いは聞き入れ られないとの返

答がある｡ (KatyhDokum entyZbrodnl,Toml,nr81,[1995],p221)
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他に､1939年 10月から1940年にかけて､戦争捕虜の収容所での生活状況や､各収容所の捕虜

数の統計､国籍､階級､職業別の人数､収容所での死亡者 ･自殺者について､収容者による戦争

捕虜待遇の国際規範適用の訴え､捕虜の規律違反､収容者の政治意識などが逐一報告され､それ

らが文書として多く残されてお り､それによって当時の収容所での日常生活が見て取れる｡

ポーランド人将校の運命について､1940年 3月 2日付のべ リアと当時のウクライナ共産党第一

書記であったニキータ ･フルシチ ョフ (NlkltaSergeyevIChKhrushchev)がスター リンに提出した

ものがある｡そこでは､ポーランド人戦争捕虜の家族のカザフスタン-の移送が提案 されていた｡

(KatyhDokumentyZbrodnl,Tom l , nr208,[1995],p460)そして､3月 5日には､べ リヤからスタ

ー リン-宛てたべ リヤ書簡では､25,700人 (うち 14,700人はポーランド人将校､ll,000人は西ウ

クライナ､西ベラルーシ地域にいる捕虜)を証拠提出なしに最高刑すなわち銃殺刑に処すること

が書かれている (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom 1 , nr216,[1995],pp469-475)｡それには､スター

リン､ヴォロシーロフ､モロ トフ､ミコヤンの署名もされている｡同日､戦争捕虜の銃殺刑の決

定が文書として残っている (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom1,nr217,[1995],p476)｡

b)第 2巻 『全滅､1940年3月-6月』

第 2巻では､コジェルスク､オスタシュコフ､スタロビエルスク収容所､西ウクライナ､西ベ

ラルーシの捕虜 21,857人の処刑の実行､処刑を免れた者の処置､そ して 1940年 3月から始まっ

た捕虜の家族の移送準備に関係する文書が掲載 されている｡

1940年 3月 7日､すなわち捕虜の処刑が決定 した 2日後に､べ リヤによって捕虜の家族を4月

15 日までにカザフスタン-移送､そ して 10年の刑を言い渡すよう命令する文書がある (Katyh

Dokum entyZbrodnl,Tom2,nr 2,[1998],pp43-46)｡4月 10日には､家族の移送計画の決議を示す文

書が出されている｡その中で､北カザフスタン-は 22,000人から25,000人の家族を移送させる計

画があった (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom2,nr81,[1998],pp161-167)｡

1940年 3月 23日から25日の間で､スタロビエルスク収容所にいる捕虜の処刑地であるハルキ

フの準備は整い､移送列車はスタロビエル スクで待機 しているとの報告があった (Katyh

Dokum entyZbrodnl,Tom2,nr29,[1998],pp85-86)｡
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捕虜の処刑決定から､NXVDの間で各収容所の責任者が挙げられ､人員配置の指令や報告に関

する文書が度々見られる｡そ して､各収容所から処刑の場へ向か う手段､ルー トの計画も見られ

る｡コジェルスク収容所からスモ レンスク､カティン-の移送は 1940年 4月 3日から始まり､そ

れぞれの日に移送された人数も記載されている (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom2,nr184,[1998],

pp293-295)｡オスタシュコフ収容所からカリ一二ン (1931年から1990年までの名称で､現在の

地名は トヴェリ)の移送は､4月 24日から5月 13日までの期間で､日付､出発時間､移送人数

ごとに表で示 されている (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom2,nr182,[1998],pp291-292)｡スタロビ

エルスク収容所からの移送は､4月 5日から5月 12日の期間に､名簿 リス トの3,891人のうち3,885

人がハルキフ-､3人がモスクワ-､2名がハルキフの病院へ､1人は名前の重複 という詳細であ

る｡加えて､各 日に移送された人数も記載されている (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom 2,nr196,

[1998],pp314-318)｡これ らの文書によると､当時コジェルスク収容所には4,599人､オスタシュ

コフ収容所には6,364人､スタロビエルスク収容所には3,895人いたことが分かる｡

1940年 5月 19日頃の時点で､コジェルスク､オスタシュコフ､スタロビエルスク収容所から

処刑地へ､そしてユーフヌフ (モスクワから南西 150kmの都市)の収容所へ移送された人数が報

告 されている (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom2, nr203,[1998],pp327-330)｡

実際の処刑に関しては､4月 1日に署名され､5日にメルクーロフに対 してオスタシュコフ収容

所の捕虜が 343人に処刑が実行されたとの報告があった (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom2,nr60,

[1998],p129)｡4月 1日と2日にはコジェルスク収容所の 692人の名前が載っている7枚のリス

トがあり､そのリス トは 3日に収容所へ送 られている｡4月 3日に最初の 74人が､4日に323人､

5日に282人がスモレンスク近郊のカティン-向かっている｡スタロビエルスク収容所では､4月

3日に得た 6枚のリス トにより､5日に 195人､6日に200人､7日に 195人が収容所を出発 して

い る｡

第2章で記述 したカティンでの処刑を免れたスタニスワフ ･シフイアニエヴィッチに関する指

示書も明らかになっている｡それは 1940年 4月 27日の文書で､コジェルスクに収容のシフイア

ニエヴィッチとオスタシュコフに収容の 1名を残すようにと (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom 2,

nr145,[1998],pp243-244)､そして 28日にはシフイアニエピッチをモスクワのル ビヤンカNXVD

-107-



刑務所へ移すよう指示が出された (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom2,nr149,[1998],p246)｡実際､

シフイアニエピッチは 4月 29日にコジェルスク収容所を出発 し､30日にカティン近郊のグニエ

ス ドグォ駅に他の捕虜と共にいたが､彼だけ列車に取 り残 された｡彼は他の捕虜が列車を降 り､

車でどこかへ運ばれていくのを目撃 している｡カティンはグニエス ドグォ駅から3kmほどしか離

れていない｡

1940年 5月 21日から25日の間の報告では､その時点での 3つの収容所から処刑地およびユー

フヌフ収容所に移送 されたポーラン ド人捕虜の人数が記載 されている｡3つの収容所から処刑地

へは 14,587人､ユーフヌフ収容所へは 395人の移送が行われた (移送中の死亡者がお り､よって

394人と記録されている｡)(KatyhDokumentyZbrodnl,Tom2,nr215,[1998],pp3L44-346)｡そ して､

ユーフヌフ収容所へ移送された捕虜は､6月半ばにはそこからモスクワから北 500km に位置する

ヴォログダ近郊のグリアゾヴィェツの収容所へ移されている｡

C)第 3巻 『生き残った者の運命､1940年 7月-1943年 3月』

第 3巻では､ポーランド人捕虜処刑の終了から､1943年 4月 13日の ドイツによるカティンで

の遺体発見の発表までの収容所の状況に関する文書が集められている｡

消息が不明になった捕虜の家族から､国際赤十字を通 してソ連当局に多数捜索願が出されてい

た｡その中には､ジュネーブの国際赤十字が家族から捕虜の消息を求められていることを､直接

ソ連側に対 して伝える文書がある｡(KatyhDokumentyZbrodnl,Tom3,nr46,[2001],pp142-143)こ

のような国際赤十字からの文書は度々見られる｡

1940年 7月 1日頃の時点で､処刑から免れたコジェルスク､オスタシュコフ､スタロビエルス

ク収容所にいた捕虜の数は 394人であり､彼 らはグリアゾヴィェツの収容所に移送 された｡文書

ではその 394人の軍の階級別､予備軍であればその職業ごとに人数が記載 されている (Katyh

Dokum entyZbrodnl,Tom3,nr 2,[2001],pp52-54)｡その他､収容所に関して､日常生活や衛生状況

や労働､捕虜 と看守の対立などが報告されている｡1940年 12月には､捕虜 と家族の手紙のや り

取 り､家族や知人からお金や荷物を受け取ることが許された (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom3,nr

89,[2001],p226)｡そして､同じくしてグリアゾヴィェツの捕虜は､彼 らの家族がカザフスタン-
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送 られ､悪条件の中での生活を強いられてるという情報を知 りえたことも報告書の中で記されて

いる (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom3,nr12 2,[2001],pp298-302)｡

1941年 6月 22日の独ソ戦勃発により､べ リヤは捕虜の移動計画を承認 している｡コジェルス

ク収容所に残っていた 909人の将校はグリアゾヴィェツの収容所へ､リグィウの収容所の兵卒､

下士官はウクライナ東部の空港建設に従事するために移送 となった (KatyhDokumenty Zbrodnl ,

Tom 3,[2001],p26)｡他の収容所からも捕虜移送の命令が出ている｡そして､ソ連領内にいる捕

虜はポーランド人だけではなく､ウクライナ人､ベラルーシ人､ リトアニア人､ラ トビア人､エ

ス トニア人なども含まれる｡最も大規模で行われた移送は､6月 29日付の文書でリグィウの収容

所の撤退であり､400の列車の車両が必要とある (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom3,nr170,[2001],

pp298-302)｡

1941年 7月 10日付の文書には､唯一ソ連の機密文書で ｢カティン｣とい う名称が出てくる｡

文書の内容は､カティン付近に ドイツ軍が攻める前に､スモレンスクの収容所にいるソ連人囚人

載 されている｡1930年代初頭からカティンの森はすでに囚人や逮捕者の処刑場となっていた｡1941

年 6月の独ソ戦勃発により､ ドイツ軍がスモレンスク付近に攻め入る前に､収容所に残っていた

ソ連人囚人の移送が間に合わなかったためにカティンでの処刑に至ったとされている (Katyh

Dokum entyZbrodnl,Tom3,nr182,[2001],pp408-409)｡

1941年 7月 30日にポーランドエソ連軍事協定が結ばれ､両国は共に ドイツを敵として戦 うこ

とに合意 した｡8月 12日にはソ連最高議会はポーランド人捕虜の恩赦およびソ連領内での解放を

法令として定めた (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom3,nr196,[2001],pp440-441 )｡10 月 1日付のべ

リヤからスター リン-の報告は､ポーラン ド人の恩赦と彼 らの移住先における法令の執行に関す

るものである (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom3,nr207,[2001],pp464-466)｡ポ ･ソ軍事協定に基

づき､ソ連内でポーランド軍を再編成することになった｡ しかし､出頭する将校の数が極端に少

ないことから､1941年 12月初めにポーランド亡命政府首相シコルスキがモスクワ-訪れること

になる｡その訪問に対 して､シコルスキに提示するためのソ連領内のポーランド人捕虜の数を示

したものをソ連側は準備 していた (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom3,nr217,[2001],pp493-495)｡
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そ して､12月 3日のシコルスキ､アンデルス将軍およびスター リンとの会談の内容が議事録とし

て残っている (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom3, nr221,[2001],pp499-509)｡1942年 4月4日の文

書では､べ リヤからスター リン-､ポーランド軍のソ連撤退､イラン-向かったことを報告 して

いる｡イラン-は 42,254人が､うちポーランド軍 30,099人､軍人以外のポーランド人 12,155人

が向かい､147人は病気のためソ連に留まったとある (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom3, nr236,

[2001],pp542-543)｡中東へ向かったポーランド軍の人数が解放 されたと言われている人数より少

なく､ソ連領内のポーランド人兵士を徴集する時間がさほどなかったことに対 して､ポーラン ド

側は抗議 したが､ソ連側はその兵士徴集を早々と締切った｡1942年 9月には､ソ連からのポーラ

ン ド軍の撤退終了の報告がされ､9月 1日の時点で 69,917人がイランに向かったとされている

(KatyhDokumentyZbrodnl,Tom3, nr240,[2001],pp530-531)｡一方､1939年 11月 1日の時点で

ソ連邦内に在住 していたポーラン ド人にはソ連国籍を与えられた｡1943年 1月 15日付の文書で

は､それ らのポーランド人を強制的にソ連国籍に変更､もし拒む者がいれば処罰すると決定され

ている (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom3,nr243,[2001],pp560-563)｡

d)第 4巻 『カティンの反響､1943年 4月-2005年 3月』

第 4巻は､ ドイツによるカティンの森事件の発覚から始まり､ソ連とポーランドそしてアメリ

カ､イギリスとのや り取 り､カティンの調査､そして戦後から現代の動向までの事件に関わる文

書を見ることができる｡

1943年 4月 13日､ベル リンのラジオで宣伝相グッベルスがカティン一帯にポーランド人将校

の遺体が埋葬されていたこと､これはソ連の犯行であると公表 した｡当時の ドイツによる報道内

容が確認できる (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom4,nr 1,[2006],p43)｡この報道にソ連は反論 しド

イツの犯行と主張するが､ここでソ連が ドイツの犯行と反論させるための指令のような政府内部

の文書は特に見当たらない｡4月 15日にモスクワでグッベルスによるソ連への事件に関する中傷

は報道されている｡

4月 21日はスター リンがルーズベル ト (FrankllnRoosevelt)とチャーチル宛に手紙を出 してお

り､その中身は ドイツの公表に対するコメン ト､そ してポーラン ド政府の対応には疑 うものがあ

ー110-



り､ヒトラーとの陰謀に関わ りソ連 との同盟関係を危 うくさせようとしているという内容である

(KatyhDokumentyZbrodnl,Tom4,nr9,[2006],pp54-58)｡というのは､17日にポーランドとドイ

ツの赤十字社はスイスの国際赤十字に調査を依頼 してお り､そのことから4月 19日にソ連の 『プ

ラグダ』紙でポーランド政府はナチス･ドイツと接触を図っていると報道されたからである(Katyh

Dokum entyZbrodnl,Tom4,nr7,[2006],pp49-52)｡スター リンは24日のメモで､イギリス首相は

ポーラン ドとドイツの陰謀の可能性を問題視 しているが､スター リンは特に重要な問題には して

お らず､カティンの森事件においてポーランドが ドイツに接触する可能性は低いと､イギリス政

府に対する見解を書いている (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom4,[2006],p12)｡25日には､在ソ連

ポーランド大使のタデ ウシュ ･ロメル (TadeuszRomer)がモロ トフに呼び出され､ポーランド･

ソ連の国交断絶を言い渡された｡同日､スター リンからチャーチル-の電報によって､ポ ･ソの

国交断絶が通達された｡(KatyhDokumentyZbrodnl,Tom4,nr15,[2006],pp64-66)｡

その後､ポーランド赤十字および ドイツ側が結成 した国際調査委員会は､カティン-専門家を

派遣 し本格的な調査を開始 した｡6月にはポーラン ド赤十字による報告書が出されている (Katyh

Dokum entyZbrodnl,Tom4,nr34,[2006],pp107-115)｡一方､永世中立国であり戦争の圏外に立っ

ているスイス国際赤十字はソ連に配慮 して調査に加わることを拒否 していた｡ しかし､ ドイツ側

の要請によりスイスの専門家もドイツ側が結成 した調査団の一員としてカティン-派遣された｡

ソ連軍がスモレンスクに迫 りカティンを ドイツから取 り返すと､NXVD は独自に調査を始め出

す｡1943年 10月 5日から1944年 1月 10日にかけて､95人に対 して聞き取 り調査が行われてお

り､その報告書が見られる (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom4,nr42,[2006],pp129-164)｡そして､

ソ連民だけで構成 され､は じめからドイツ人の有罪を確信する外科医のニコライ ･プルデンコ

(NlkolalBurdenko)を委員長としたプルデンコ委員会が結成された｡そのプルデンコ委員会の調

査報告資料の多くを見ることができる｡プルデンコ委員会の ドイツによる犯行とする所見は､ポ

ーランド人捕虜を射殺するのに使用 されたいたピス トルの弾丸が ドイツ製であったとい う事実を

主な根拠としていた (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom4,nr65,[2006],pp280-286)｡さらに､プルデ

ンコ委員会の行った目撃者からの聞き取 り調査で､｢処刑は 1941年 8月-9月に行われた｣との

証言が浮上 した (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom4,nr58,[2006],pp239-255)｡すなわち､この証言
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は 1941年 6月 22日の独ソ戦勃発により､8-9月のカティン一帯は ドイツの占領下であることか

ら､ ドイツの犯行と裏付けるものであった｡

ニュルンベルグ裁判において､モスクワでニュルンベルグ裁判組織委員会が設立され､事件を

ドイツの有罪を確定させるために､起訴の証拠準備が前もって行われた｡証人の リス ト､ ドイツ

の犯行を決定づける文書準備が委員会の議事録に書かれている (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom4,

nr84,[2006],pp356-359)｡委員会の議事録は他にもいくつかあり､そして 1946年 7月 1日に裁判

でカティンの森事件が扱われ､裁判中のや り取 りの記録が見られる(KatyhDokumentyZbrodnl,Tom

4,nr85,[2006],pp360-430)｡ しかし､カティンの森事件は ｢証拠不十分｣で裁判から除外 されて

い る｡

1951年にアメリカ議会はカティン問題特別委員会を設置 した｡1952年にアメリカ国務省は､こ

の委員会の委員長名でソ連大使に手紙と決議を送 り､カティンの森事件に関する証拠資料の提供

をソ連政府に求めた｡ソ連政府は国際関係の共通の規範を侵害 し､ソ連への誹誘であると抗議 し

た｡1952年 3月 3日にこの出来事を『プラグダ』紙に掲載 している (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom

4,nr90,[2006],pp438-439)｡1952年 12月にはアメリカ議会でカティンの森事件がソ連内務省に

よって1939年に計画され､処刑が実行されたと認定されている(本稿p137参照)(KatyhDokumenty

zbrodnl,Tom4,nr92,[2006],ppL442-445)｡

1959年 3月に､KGBの長官はフルシチ ョフに対 して､1940年のポーランド人捕虜処刑に関す

る証拠資料の破棄を提案 している｡これはソ連 NKVD特別評議会の組織における証拠資料破棄と

い う責任問題が問われる文書のうちの一つである (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom4,nr93,[2006],

pp445-447)｡そ して､この文書によると､1959年の時点で事件の証拠資料の存在が明らかになっ

ていたことが分かる｡

1970年代に入ると､イギリスでもカティンの森事件が表舞台に出てくる｡イギリスでのカティ

ンの森事件に関する文献の出版や､テレビ番組で記録映画が放送 されるなど､反 ソ的なプロパガ

ンダ運動が出てきていることがソ連当局に報告 されている (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom4,nr94,

[2006],p447 )｡1973年には､ロン ドンにカティン慰霊碑の建設計画が進行中であることに対 し､

ソ連当局は抗議 している (本稿 p136参照) (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom 4,nr99,[2006],
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pp454-455)｡

1987年には､カティンの森事件も含む ｢歴史の白斑｣(本稿 p8参照)の解明を目的としたポー

ランド･ソ連合同歴史調査委員会が設置される (KatyhDokum entyZbrodnl,Tom4,nr102 [2006],

pp459-472)｡1988年には､ソ連当局はポーランド人のカティン訪問制限の緩和を決定 した (Katyh

Dokum entyZbrodnl,Tom4,nr103,[2006],pp472-475)｡

ゴルバチョフが最高首脳 となり､グラスノスチ政策から共産主義圏の歴史研究の方法や方向も

変えることによって､独ソ不可侵条約の秘密議定書やカティンの森事件の問題がソ連にとって政

治的に無視できない状況になった｡1990年 2月 22日には､ソ連共産党中央委員会国際局局長の

ヴァレンティン ･ファリン (ValentlneFalln)がゴルバチョフに宛てた手紙で､カティンの森事件

に関する機密文書の存在が発覚 し､それはNKVDの犯行を裏付けるものであることが伝えられた｡

ファリンは､文書が発見された以上､これまでのソ連の見解を通すことはできないと考え､この

犯行をべ リヤとNKVD組織になす りつけることをゴルバチ ョフに提案 している(KatyhDokumenty

zbrodnl,Tom4,nr118,[2006],pp498-501)｡1990年 4月 7日に､共産党中央委員会政治局はNKVD

のカティンの虐殺への関与をTASS通信に報道 させることを決定 した｡このことは4月 13日に報

道 され､ソ連側はカティンの森事件に対 しスター リンの犯罪の一つであることに深い遺憾の念を

示 し､今回発見された文書のコピーをポーランド側に渡 し､今後も文書の捜索を続けていくと発

表 した (KatyhDokumentyZbrodnl,Tom4,nr121[2006],pp504-505)｡同日の4月 13日､ヤルゼル

スキ ･ポーラン ド大統領がモスクワを訪れゴルバチ ョフと対面 している｡その会談の際にカティ

ンの森事件を言及することを共産党中央委員会が決定 した文書もある (KatyhDokumentyZbrodnl ,

Tom4,nr123,[2006],pp506-507 )｡11月 3日には､ポ ･ソ間関係の歴史に関する文書や､そして

ソ連の犯罪を暴露するような文書も明らかにしていくとい う目的で､研究調査を開始するよう､

ゴルバチ ョフが指示 している｡これは今後ポーラン ドと ｢歴史の白斑｣問題を話 し合 ううえ不可

欠 になってくるであろ うとも記 している (KatyhDokumenty Zbrodnl,Tom 4, nr126,[2006],

pp509-513)｡このゴルバチ ョフの指示が､本文献においてソ連公文書館の資料で ｢機密｣と記さ

れた最後の文書である｡

その後の文書には､1992年 10月 14日にはエ リツィンがヴァウェンサ大統領にべ リヤ書簡を合
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む文書のコピーを手渡 したことや､カティン､ミエ ドノイエ､ハルキフの慰霊碑や墓地の建設､

2005年のカティン虐殺 65年に際 してポーランド共和国下院のセイムは事件の事実解明を今後も

求めるとともに､ロシアとの関係構築にも努める意向を示 したことが書かれている｡

e) 『カティンの森事件に関する文書』から見る公開資料の考察

前述のとお り､現在の時点で全ての文書が公開されているわけではない｡未だ機密扱いで封印

されている文書も存在する｡すでに示 しているとお り､現時点 (2011年 4月)で 183巻中 137巻

がポーランドに公開されてお り､残 り 10冊は公務上の使用で､36冊は機密扱いとなっている｡

公開されていない資料の一つに､カティンの森事件同様､ベラルーシで殺害された 3,870人の犠

牲者の名前が載った文書のうちの一つで未だに明らかにされていない ｢ベラルーシのカティンリ

ス ト｣がある (本稿 p96参照)｡遺体埋葬場所はミンスク近郊のクロパティ付近だと言われてい

る｡すなわち､殺害された 3,870人の家族は､70年近く経った今もその消息を得 られていないと

い うことになる｡

カティン､ミエ ドノイエ､ハルキフ､ピコプニアで殺害された捕虜の リス トは出ているが､彼

らが何月何 日に収容所から処刑地に向かい､どんな罪状で処刑 され､どの場所で誰が射殺を実行

したのかなど処刑に関する具体的な情報はない｡おそらく一度に大量の人数を射殺 しているため､

一人一人の詳細はないのかもしれない｡ しかし､遺族が最も欲 しい情報は自分の家族の最期がど

のようであったかを知 りたいとい うことではないだろうか｡

『カティンの森事件に関する文書』に掲載されている公開資料を通 して､カティンの森事件は

NKVDそしてスター リンの事件の関与を裏付ける文書は出されてお り､それはソ連 (ロシア)ち

認めているが､ソ連 (ロシア)人､個人個人に責任を追及 し裁くような文書は見られない｡実際

に､ロシア検察は､被疑者の死亡やロシアの機密事項に関係するという理由で事件の調査を終了

してお り､被疑者個人を誰一人裁判にかけてお らず､調査の対象にもしていない｡

もし今後､未だに機密とされている資料の引渡 しが順調に行われ分析が進めば､事件の全貌解

明や犠牲者の名誉回復につながると思われる｡ しか しながら､現在のロシアが犠牲者の名誉回復

を承認 してしま うと､同時に被疑者の特定そして法廷での措置を取らざるをえないようになり､
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そ うするとロシア国家全体が､カティンの森事件に今一度 目を向けなくてほならなくなる｡大祖

国戦争のために多大な犠牲を強いられながらも貢献 した歴史を持つロシアが､独 ソ不可侵条約で

密接な独 ソ協力関係を持ったこと､ニュルンベルグ裁判のためにソ連が犯行に関わっていないと

する証拠を徹底的に準備 したこと､共産主義時代では事件を隠蔽 したことなど､これ らの再確認

はソ連史全体に影響を及ぼす可能性もある｡そして､ソ連時代の犯罪行為とは全く無縁な世代が

その代償を負 うことになるであろう｡カティンの森事件の機密文書は､事件そのものだけではな

く､ロシア (ソ連)全体の過去と現在における歴史認識に非常に大きく関わっていることが理解

できる｡

2.現代史の再認証､共有

①ポーラン ド人の歴史認識

a)世論調査

2009年秋にジェシュフ大学の社会学者クシシュ トフ ･マ リツキ教授 (drKrzysztofMallCkl)がポ

ーランドの 105の高校で､5,308人の高校生を対象にアンケー トを行った結果が 2010年 4月 7日

付の新聞 ｢ジェチュボスポリタ(RZecZpospollta)｣に掲載された｡高校生にとって一番興味のある時

代は ｢第二次世界大戦｣の45%であり､続く ｢共産主義時代｣は28%であった (図4-4参照)｡

共産主義下では､第二次世界大戦についてはプロパガンダのため事実が事実として伝えられてい

なかった｡体制転換後､歴史が歪められて教えられることがなくなったが､20年がたち､学校で

は第二次世界大戦をテーマにした授業にかける時間は徐々に短くなってきている｡ しか し､戦争

で親類を亡くした家族はほとんどいないポーランド人の中で､祖父母からの話が高校生たちの家

族への興味を引き起こしたと言われている｡
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図4-4.ポーラン ドの高校生がどの時代に一章興味を持っているか

第二次世界大戦

共産主兼時代

1989年以降

他の時代

出所 http//wwwlppl/a吋kul/457843html(Rzeczpospollta,[201047b])､

http//wwwrppl/artykul/457867html(Rzeczpospollta,[201047C])のデータにもとづき筆者作成｡

そして､戦争にまつわる場所はどこかという質問に対 して､44%が ｢アウシュビッツ｣､32%が

｢カティン｣という結果になった (図4-5参照)｡｢カティン｣の割合が高くなったのは､アン

ジェイ ･ヴァイダ (AndrzeJWaJda)監督の映画 『カティンの森』の影響､および､カティンの森

事件で亡くなっている先祖がいると答えた高校生が一番多かったことによるものだろうとマ リツ

キ教授は述べている｡アウシュビッツはナチス ･ドイツによる最大の犯罪であり､カティンはポ

ーランド人にとってソ連による犯行だと認識されている｡現在の高校生の方が､前世代 と比べて

容易にソ連の犯罪を知 られるところにあるとい う結果であろう (Rzeczpospollta,[201047b,C])0

図4-5.高校生が考える戦争にまつわる場所

アウi/ユヒノツ

カティン

他の強制収容所

ワルシャワ

i/ヘリア
マイタネウ

出所 http//wwwrppl/a吋kul/457843html(Rzeczpospollta,[201047b])､

http//wwwrppl/artykul/457867html(Rzeczpospollta,[201047C])のデータにもとづき筆者作成｡
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2010年 4月に世論調査中央研究所(CEBOSCentrum BadanlaOplnllSpo壬eczneJ)21がカティンの森

事件に関する世論調査を公表 した｡この調査は 2010年 3月 4日から10日にかけて､｢カティン

70年式典およびロシア首相出席｣をテーマとして､ポーランド人成人 995人を対象に行われた｡

その2年前の2008年 4月にも､同様にカティンの森事件に関する世論調査が行われている｡

質問 1｢自分の住む地域にカティンの森事件に関する慰霊碑､墓地等はあるか｡｣に対して､｢は

い｣と答えた人は2008年4月では全体の 19%､2010年 3月では25%と2年で6%増加 している(図

4-6参照)｡反対に､半数以上の人々が各地の慰霊碑の存在を知らないことになる｡

図4-6.｢自分の住む地域にカティンの森事件に関する慰蓋碑､墓地等はあるか｡｣

はい いいえ 分からない

2008年4月 19% 63% 18%

2010年3月 25% 62% 13%

出所 http//Wwwcbospl/SPISKOMPOL/2010/K_046_10PDF (CEBOS,[20104])､
http//Wwwcbospl/SPISKOMPOL/2008/K_070_08PDF(CEBOS,[20085])のデータにもとづき筆者
作成｡

質問 2 ｢カティンの森事件はポーランド･ロシア関係において障害となるか｡もしくはすでに

大きな意味をなさないか｡｣では､｢障害となる｣と答えた人が2008年4月の67%から､2010年 3

月には81%まで増えている (図4-7参照)｡2年の間でポーランド人にとってカティンの森事件

を重く受け止め､両国間の関係改善において重荷になると感 じた人が多くなったことを示 してい

る｡

21 1982年設立のポーラント世論調査機関O
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図4-7.｢カティンの森事件はポーラン ド･ロシア関係において障害となるか｡もしくはすで

に大きな意味をなさないか｡｣

障害となる 障害とならない 分からない

2008年4月 67% 19% 14%

出所 http//Wwwcbospl/SPISKOMPOL/2010/K_046_10PDF (CEBOS,[20104])､

http//Wwwcbospl/SPISKOMPOL/2008/K_070_08PDF(CEBOS,[20085])のデータにもとづき筆者
作成｡

質問3｢カティンの森事件に関して､ロシアに求めることは何か｡｣では､① ｢謝罪｣(2008年

52%､2010年 57%)､② ｢ロシア公文書館の全資料公開｣(2008年 58%､2010年 56%)､③

｢事件をジェノサイ ドとして公式に認めること｡｣(2008年 53%､2010年 53%)､㊨ ｢ソ連が長

年偽 り続けてきたことに対する責任追及｣ (2008年 38%､2010年 42%)､⑤ ｢調査および被疑

者の公表 (すでに亡くなっている人に対 しても)｣(2008年 43%､2010年 27%)､㊨ ｢遺族への

賠償｣(2008年 33%､2010年 26%)､｢⑦現在生きている被疑者を罰する｡｣(2008年 32%､2010

年 21%)､⑧ ｢ロシアの教科書においてポーランド側の視点からの記述への考慮｣(2008年 22%､

2010年 21%)が結果である (図4- 9参照)22｡およそ半数以上のポーランド人がロシアの謝

罪を求め､全真相解明つまり機密文書の公開､事件をジェノサイ ドと認めることを求めている｡

つまり､両国間の和解に向けてカティンの森事件の解決は必須条件であると考えるポーランド人

は多いようだ｡反対に､当時の被疑者の公表や法廷での裁き､さらには遺族への賠償を求めるポ

ーランド人は 2008年 と比べて減少 している｡事件から70年経つ現在､被疑者も遺族もかなり高

齢なのは確かだ｡被疑者を探 し出すのは困難であり､賠償ではなく全真相解明を求めるのは時代

の流れから反映 し､さらに遺族へのインタビューから見ても明らかである｡

続いて､カティンの森事件 70年追悼式典におけるロシア首相の出席について､ポーラン ド人の

期待を問 う調査も行われた｡① ｢プーチン首相の式典出席はほとんどプロパガンダ的であり､世

22対象者は最大4つまで答えることができたO
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界にロシアの働きを見せようとしている｡｣(そう思 う 74%､そう思わない 11%､どちらとも言

えない 15%)② ｢ロシアは歴史の障害を解決､そして事実の公表や清算をしたいと思っている｡｣

(そう思 う 26%､そう思わない 56%､どちらとも言えない 18%)③ ｢ロシアはロシア史上に

おけるスター リンの全犯罪を清算 したいと思っている｡｣(そう思 う 19%､そ う思わない 63%､

どちらとも言えない 18%)㊨ ｢ロシアはポーランドとの関係を改善 したいと思っている｡｣(そ

う思 う 43%､そう思わない 39%､どちらとも言えない 18%)⑤ ｢プーチン首相の式典出席は､

ポーラン ドとロシア間のカティンの森事件に対する関係修復における転機である｡｣(そう思 う

24%､そう思わない 55%､どちらとも言えない 21%) (図4-8参照)

図4-8.カティンの森事件 70年追悼式典におけるロシア首相の出席へのポーラン ド人の期待

そう思 う そう思わない どちらとも言えない

①プーチン首相の式典出席はほとんどプロパガンダ的であり､世界にロシアの働きを見せようとしているロ 74% 11% 15%

②ロシアは歴史の障害を解決､そ して事実の公表や清算をしたいと思っているロ 26% 56% 18%

③ロシアはロシア史上におけるスター リンの全犯罪を清算したいと思っているロ 19% 63% 18%

④ロシアはポーランドとの関係を改善 したいと思っているロ 43% 39% 18%

⑤プーチン首相の式典出席は､ポーランドとロシア間のカティンの森事件に対する関係修復における転機であるロ 24% 55% 21%

出所 http//Wwwcbospl/SPISKOMPOL/2010/K_046_10PDF(CEBOS,[20104])のデータにもとづ

き筆者作成｡
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トウスク首相 とプーチン首相の式典出席が､事件の解明､関係修復に対する転機につながると

答えたのは､わずか全体の約 4分の 1である｡つま り､半数以上が今後の両国間において何の意

味もなさないと答えていることになる｡7割以上が､式典出席はプロパガンダ的だと答えたが､

今現在もロシアの行いに対 して批判的なポーランド人がかなり多いとい うことが明らかだ｡全体

的に見て､ロシア側が主催 し､ロシアの首相が初めて出席するカティンの森事件 70年式典は､ポ

ーランド人の心にはあまり響いていないように思われる｡

さらに､同機関で 70年追悼式典ならびに大統領機墜落事故後の 2010年 5月 8日から13日まで

1,000人のポーランド人成人を対象とした世論調査が発表されている｡3月に行われた調査と同様

に ｢カティンの森事件に関 して､ロシアに求めることは何か｣に対 して､66%が､ロシア公文書

館にあるカティンの森事件の資料を公開すべき(3月と比べ 10%減少)､58%がカティンの森事件を

ジェノサイ ドと認めるべき(3月より5%増加)､46%がロシアは謝罪すべき(3月より11%減少)とあ

る｡そして､43%がロシアは責任と取るべきと答え､33%は調査および被疑者の公表を求めている

(3月より6%増加)｡遺族への賠償と答えたのは 10%減少 して 16%となった (図4-9参照)｡

別の質問に対 して､歴史における問題や認識をロシアと共有するべきだと答えたのは 48%であ

り､ほぼ半数のポーランド人がロシアとの歴史認識の共有を望んでいることが分かる｡さらに､

ポーランドとドイツにおいては 52%､ポーランドとウクライナでは45%という結果であった｡続

いて､大統領機墜落事故後において､71%のポーランド人がカティンの森事件の解明への機会が

出てきたと述べ､これは以前と比べ大幅に増加 している (TVP24,[2010524])｡以上の結果は､

70年追悼式典､墜落事故から､国民のカティンの森事件に対する関心や今後の期待が高まりつつ

ある中で､両国関係の障害を取 り除くためには､まずは文書の公開､つまり事実を明らかにする

ことが必要不可欠であると国民の大部分が答えているとい うことを示 している｡
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図4-9.カティンの森事件に対 してロシアに求めることは何か

〔D

②

⑦

㊨

㊨

㊨

⑦

⑧

57%52%

†5[瑞.5[瑞53%5:瑞

. 4:瑞42%† 43%

38L.■. 33%

E]2010年 5月

E]2010年 3月

□2008年 4月

①謝罪

②ロシア公文書館の全資料公開

③事件をジェノサイ ドとして公式に認めること

④ ソ連が長年偽 り続けてきたことに対する責任追及

⑤調査および被疑者の公表 (すでに亡くなっている人に対 しても)

⑥遺族への賠償

⑦現在生きている被疑者を罰する

⑧ロシアの教科書においてポーランド側の視点への考慮

出所 http//Wwwcbospl/SPISKOMPOL/2010瓜_046_10PDF (CEBOS,[20104])､

http//Wwwcbospl/SPISKOMPOL/2008/K_070_08PDF (CEBOS,[20085])､

http//Wwwcbospl/SPISKOMPOL/2010瓜_067_10PDF (CEBOS,[20105])のデータにもとづき筆者
作成｡

b)アンジェイ ･ヴァイダ監督映画 『カティンの森』

2007年 9月にアンジェイ ･ヴァイダ監督の映画 『カティンの森』が公開された｡この映画は国

内外で話題にな り､戦争犯罪の歴史認識という点でポーランド社会に新たな影響を与えた｡この

映画で改めてカティンの森事件に興味を示 した国民もいれば､この映画で初めて事件を知った国

民も少なからずいたであろう｡映画 『カティンの森』は､ただソ連に抹殺されたポーランド人将

校､それに翻弄された遺族 らの悲劇を描いているだけではなく､ロシア人がポーランド人を助け
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る場面もある｡カテ ィンの森事件 自体､ポーラン ド人の反ロシア感情を増幅させ るものであるが､

ヴァイダ監督 も､映画 『カティンの森』は反ロシアを掲げるものではないと語っている｡

ロシアで 『カティンの森』は､一部の都市や映画祭で上映されただけで一般公開はされていな

い｡2010年 4月 2日にロシアの国営の 『文化チャンネル』で 『カティンの森』が放送 された｡そ

して､大統領機墜落事故後の 11日にはロシアの国営テ レビでも放送 され､約 280万人のロシア人

が 『カティンの森』を視聴 したことになる (Rzec甲OSPOllta,[2010421])｡それまで､カティンの

森事件を詳 しく知 らない､もしくは ドイツの犯行だと考えていたロシア人は少なくない｡このテ

レビ放送の前､社会はロシア人が罪を認めることに対 して批判的であった｡ しか し､放送後､ロ

シア人のカティンの森事件に対する感 じ方が少なか らず変化 してきているようである｡ロシア人

が事件の中身を知ったことで､世論の事件への見方が変わ り､このことが今後のポーラン ド･ロ

シア関係に影響 してくるのではないかとい う意見があった (Rzeczpospollta,[2010412])｡このよ

うに､ヴァイダ監督の映画は反ロシア的だと感 じさせず､ロシア人の歴史認識に何か響かせるも

のがあったことが うかがえる｡

さらに､ロシアでの放送に始ま り､ リトアニア､ポル トガル､カナダ､ウクライナ､アメリカ

などにより映画のテ レビ放送の許可の申し入れがあった｡そ して､欧州議会でもカティンの森事

件の展示会に加え､映画も上映された (TVP24,[2010 413])｡大統領機墜落事故が起き､大統領

一行はなぜ､どんな 目的でそこへ向かっていたのか､カテ ィンの森事件 とはどんなものなのかを

世界が知 るきっかけとしてヴァイダ監督の 『カティンの森』は大きな役割を果た していると言え

る｡

2010年 8月 10日､ロシアのメ ドページェフ大統領が､ヴァイダ監督に友好勲章を贈る大統領

令に署名 したと大統領府は発表 した｡この勲章授与はロシア側か らの歩み寄 り､そ して両国関係

の和解を目指す動きを示 したと考えられる (朝 日新聞,[2010811])｡

-122-



③ロシア人の歴史認識

a)世論調査

ロシアの世論調査機関23が 2010年 4月 16日から19日にかけて 18歳以上のロシア人 1601人を

対象に世論調査を行なった｡結果は次の通 りである｡① ｢初めてカティンの森事件を知ったのは

いつか｣とい う質問に対 して､3分の 1のロシア人が ｢大統領機墜落事故後にカティンの森事件

を知った｣という結果であった｡そして､188%が ｢今までに一度も事件を耳にしたことがない｣

と答えている｡177%が ｢プーチン首相の式典出席によって｣､158%が ｢大統領機墜落事故によっ

て｣詳細を知ったとある｡172%が ｢ゴルバチョフ台頭以前のソ連時代｣､7%が ｢ペ レス トロイカ｣

で､61%が ｢1990年代｣､101%が ｢21世紀になってから｣､初めて事件を知ったという結果にな

った (図4- 10参照)｡

図4-10.初めてカティンの森事件を知ったのはいつか

ヨルハチョフ台

頭以前のソ連時

代 172%

出所 http//wwwtvn24pl/0,1653325,0,1,rosJanle-Wledza一〇一katynlu-PO-katastrofle-Jakby-

wleCeJ,Wladomoschtml(TVP24,[2010423])のデータにもとづき筆者作成｡

② ｢誰がポーランド人将校を射殺 したか｡｣という質問に､｢分からない｣と答えた人が 474%

にものぼる｡349%が ｢ソ連の犯行｣､177%が ｢ドイツの犯行｣と答えている (図4- 11参照)｡

23LevadaAnal沖calCenter/Levada-Center2002年設立のロシアの非政府系の機関で世論調査､経済調査等を行っ
ている｡
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図4-11.誰がポーラン ド人将校を射殺 したか

出所 http//wwwtvn24pl/0,1653325,0,1,rosJanle-Wledza一〇一katynlu-PO-katastrofle-｣akby-

wleCeJ,Wladomoschtml(TVP24,[2010423])のデータにもとづき筆者作成｡

③ ｢NKVD によって殺害されたポーランド人将校に関する文書の存在を知っているか｡｣では､

｢知っている｡文書は存在する｡｣と答えたのは 255%､｢知っているが､文書の存在は確かでは

ない｡｣は275%､｢初めて聞いた｡｣は全体のほぼ半数 (47%)であった (図4-12参照)｡

図4-12.NKVDによって殺害されたポーラン ド人将校に関する文雷の存在を知ってLlるか

出所 http//wwwtvn24pl/0,1653325,0,1,rosJanle-Wledza一〇一katynlu-PO-katastrofle-｣akby-

wleCeJ,Wladomoschtml(TVP24,[2010423])のデータにもとづき筆者作成｡
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④ ｢1990年にロシアはカティンの森事件をソ連の犯行と認めたこと､そして責任はソ連にある

と知っているか｡｣では､｢知っている｣は 235%であり､｢初めて聞いた｣と答えたのは 764%と

いう結果である (図4- 13参照)｡

図4-13.1990年にロシアはカティンの森事件をソ連の犯行と認めたこと､そして責任はソ連

にあると知っているか

出所 http//wwwtvn24pl/0,1653325,0,1,rosJanle-Wledza一〇一katynlu-PO-katastrofle-Jakby-

wleC eJ,Wladomoschtml(TVP24,[2010423])のデータにもとづき筆者作成｡

4月の大統領機墜落事故およびアンジェイ ･ヴァイダ監督の映画 『カティンの森』がロシアの

テレビで放送されてから､ロシア人でカティンの森事件を知る人が43%だったのが 74%まで増加

した｡およそ 3分の 1のロシア人が両国間の関係を修復 しなければならないと答えている｡映画

『カティンの森』をテレビ放送で見たロシア人はおよそ 280万人にものぼっており､このことが

事件を知るロシア人の増加の主な要因になったのではないかとの見方がある｡今回の事故によっ

て､ロシアのメディアでもカティンの森事件が取り上げられるようになったのは事実である｡さ

らに､事故がロシアとポーランドの関係に影響を及ぼすかという質問に対して､34%が何の影響

も及ぼさない､30%が両国間の関係は修復に向かう､およそ 20%が関係は悪化すると答えている｡

最後に､両国間の問題について､21%のロシア人が､ロシアは 1939年のソ連のポーランド侵攻､
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スター リンの犯罪を認めたくないと考えている (Rzeczpospollta,[2010 428b],TVP24,[2010

423])｡このロシア人に対する世論調査が示 しているように､ポーランド人とは反対に､ロシア

人は自分の国で起きた事件をこれまでほとんど知 らなかったことが明らかになった｡ロシア人も

ソ連の国の体制によって､カティンの森事件だけではなく､ロシア人自体が受けた犯罪までも隠

蔽 され､それが社会の明るみに出ることはなかったのである｡しか し､事件から70年経った現在､

プーチン首相の式典出席､そ してポーラン ド大統領をはじめ政府の要人を乗せた飛行機の追悼式

典へ向う途中での墜落事故が､ロシア人にとってカティンの森事件を知る大きなきっかけとな り､

今後ロシア人における事件の認識が少 しずつ変化 していくのではないかと推測できる｡

b)ロ･>アにおけるカティンの森事件研究

まず､ロシア人研究者によるカティンの森事件に関する文献をいくつか挙げたい｡当然､ソ連

時代では国内でも機密事項とされていたため､全てソ連崩壊後の研究である｡

1991年にウラジミール ･アバ リノフ (W壬adlmlrAbarlnOW)による 『カティンの迷宮』(AbarlnO W ,

[1991])が 75,000部も発行 された｡著者自身で歴史上の史実を突き止め､自身で目撃者から証言

を得たりなど資料収集を行った｡1994年には､ナタリア ･レビエディェバ (NatallaLebledleWa)

による､ポーランド人将校が過ごした収容所の歴史､および彼 らの殺害に関して細かく記 した文

献 『カティン 人道に対する犯罪』が出版され､ポーラン ド語版は 1998年に出ている (LebledleW a,

[1998])｡ レビエディェバは歴史家であり､とりわけ第二次世界大戦の国際関係史を専門としてお

り､｢ポーランドとロシア間の歴史の見直 し団体｣(本稿 p13参照)の一員でもある｡そ して､2001

年には､イネ ッサ ･ヤジポロフスカ (InessaJazborowska)､アナ トリー ･ヤプウオコフ (AnatollJ

Jab壬okow)､ヴァレンティナ ･バルサダノバ (walentlnaParsadanowa)による 『ソ連 ･ポーランド､

ロシア ･ポーラン ド関係におけるカティンシン ドローム』 (Jazborowska,Jab壬okowa,Parsadanowa,

[2001])が出版 されている｡(ポーランド語版は出ていない｡)著者 らは事実解明の概要､そしてソ

連およびロシア政府のカティンの森事件に対する姿勢の変化を表 している｡ヤプウオコフはソ

連 ･ロシア最高軍事検察庁の調査メンバーの一員でもあった｡1998年にはワルシャワで 『カティ

ン 国家機密を守る犯罪』(Jazborowska,Jab壬okow,Zorla,[1998])が出てお り､これはロシアでは
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出版 されていない｡『ソ連 ･ポーラン ド､ロシア ･ポーラン ド関係におけるカティンシン ドローム』

は 『カテ ィン 国家機密を守る犯罪』をカバーする形で､新たにロシア国内で出版 されたもので

ある (○畠rodekKARTA,[2010],pp12-13)｡

2010年にロシア人研究者であるヴィク トル ･ザスラフスキーによる 『カチンの森 ポーラン ド

指導階級の抹殺』の邦訳が出版 された24｡本項 目では､ロシア人研究者によるカティンの森事件研

究の代表 として､ザスラフスキーの著書を紹介 したい｡ ヴィク トル ･ザスラフスキーは レニング

ラー ド生まれのロシア人であるが､1975年にカナダに移住 し､その後アメリカやイタリアで教鞭

を取 り､亡くなる 2009年までローマのルイス ･グイ ド･カル リ社会科学 自由大学の教授であ り､

専門は第二次世界大戦後のソ連(ロシア)･イタリア政治関係史であった｡

本書の特徴 として見られる点は､ロシア人から見たカテ ィンの森事件 とい うことである｡数多

くある文献は､ほとんどポーラン ドもしくは西側諸国で出版 されたものばか りであり､ザスラフ

スキー自身､西側に移 り住んだロシア人ではあるが､ロシア人としての側から見解を示 した本書

は非常に興味深い｡

カテ ィンの森事件に関する主要な学術文献 うちの一つ として､前述の通 りヤヌシュ ･K ･ザ ヴ

オ ドニーの文献が挙げられる｡ロシア人研究者が初めてカティンの森事件をテーマに調査できる

ようになったのはソ連崩壊後であり､当然それまでは誰もソ連側の資料を扱っての研究をするこ

とはできなかった｡その最中､1962年にザ ヴォ ドニーの文献が出版 された｡彼は 1943年 4月の

ドイツが設立 した国際医学調査員会の現地調査の資料､調査に同席 した人々の証言などから､ソ

連の資料按せず犯行現場にも行けず遺体の科学的分析もしていなかったが､犯行の責任はソ連に

あると結論付けた｡ この文献は西側で得 られるあらゆる資料からソ連の犯行だとい う見解を裏付

けてお り､事件を知 る上ではまず欠かせないものである｡一方､2006年出版の本書は､ロシア人

の視点か らであること､ソ連崩壊後に公開された資料に基づいていることが特徴である｡ちなみ

1991年のゴルバチ ョフ政権下で明らかになったカテ ィンの森事件の関連文書で最も重要なものを

掲載､解説 している｡両文献の著者ザスラフスキー とザ ヴォ ドニーの事件の実証部分はほぼ一致

24pul,I,ad,classenmassac,ed,Katyn (Zaslavsky,[2006])の邦訳である0
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している｡つまり､資料公開に伴いロシアでも様々なカティンの森事件の文献が出されているが､

それ らからも 1962年のザヴォ ドニーの見解が正確であったことが確認されたとも言える｡

西側諸国つま り主にイギリスおよびアメリカとザスラフスキーとの事実認識および解釈の違い

について､ザスラフスキーも事件はソ連の犯行と断定 し､これに関しては西側との見解に相違点

はない｡しかし､注目したいのは本文献中で何度が強調される､｢西側政府の積極的な封助がなけ

ればソ連は事件の自己責任を隠 し通すことはできなかった｡｣(ザスラフスキー,[2010],p73)とい

うところである｡つま り､ソ連の隠蔽政策に西側は加担 したおかげで､1990年まで事件が表舞台

に出ることはなかったのである｡これまで､カティンの森事件はソ連の犯行とい う前提で進めら

れてきてお り､西側諸国のソ連への協力にそれほど光は当たっていなかった｡事件の責任はソ連

だけではなく西側諸国にもあり､その責任問題は戦後の東西対立の中で複雑化 していった｡言い

換えれば､将校虐殺の悲劇からその後の処理でポーランドを苦 しめたのはソ連そ して西側の国々

であり､両各国には連帯責任があることを表 しているのではないだろうか｡西側は事実が分かっ

ているにもかかわらず 目をつぶ り､そしてソ連崩壊後はソ連の犯行だと断定する立場に変わった｡

多からず責任逃れのような立場をとっているかのようであり､西側が敢えて自己責任を追求する

ことはしていない｡ここがザスラフスキーと西側諸国との解釈の違いだと考えられる｡

次に､事件の解釈の仕方である｡ソ連史における 1930年代のスター リン政権による大粛清につ

いては周知の事実である｡これによりソ連国民 100万人以上が銃殺されたと言われている｡それ

に比べるとカティンの森事件で殺害された約 22,000人のポーランド人将校ついては､スター リン

主義犯罪のうちの一つであり､犠牲者の人数的にもソ連国民の犠牲者の方が断然多く､カティン

の森事件は特に例外をなすとは言えないとザスラフスキーは記 している｡それでは､なぜカティ

ンの森事件が国際関係史の中で重要な位置を示 しているのか｡事件の発端は 1939年 8月 23日に

締結された独 ソ不可侵条約におけるポーランドの 2分割が取 り決められた秘密議定書からである｡

つまり､ ドイツ ･ヒトラー､そしてソ連 ･スター リンの 2つの全体主義国が手を組んだことから

事件は始まっていた｡その後 1941年 6月 22日の独 ソ戦勃発により､連合国は ドイツ ･ヒトラー

を打倒するためにソ連 ･スター リンと組む必要があり､それを達成させるにはソ連の犯罪つま り

カティンの森事件に目をつぶ らざるを得なかったのである｡戦争犯罪を裁くニュルンベルグ裁判
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においても､裁判自体がヒトラーを全否定 したものであり､もし連合国の主要な一員であったソ

連の犯行 と決めつけると､ヒ トラーを一部肯定することではないにしても､ナチスを裁 く法廷で

連合国の戦争責任が問われかねないことになってしまう｡そのため､イギリス､アメリカはカテ

ィンの森事件を裁判にかけることに対 して乗 り気ではなかったのである｡そして､冷戦時代､様々

な文献が西側諸国で出版され､当時の関係者の証言等によりソ連の犯行だと分か りきっていた｡

しかし､もしそこで西側諸国が事件の真相解明に乗 り出したとすると､連合国としてソ連と手を

組んだこと､ニュルンベルグ裁判で敢えて事件には触れないようにしたことが明らかになる｡当

然西側諸国に対 しても責任がふ りかかってくることに恐れを感 じ､事件を全面的に取 り上げない

ようにしたのではないだろうか｡このように､ザスラフスキーはソ連と連合国の協力を ｢不自然

な連合｣(ザスラフスキー,[2010],plo) と表現 している｡そのため､カティンの森事件は全体主

義両国 ドイツとソ連の 1939年から1941年にかけての協力関係､それ以降の全体主義国ソ連と連

合国との協力関係の中で踊 らされたことで非常に複雑な経過を辿っている｡ したがって､カティ

ンの森事件は､ドイツとソ連の協力関係､ソ連の全体主義､そしてソ連と西側諸国の協力という､

あらゆる方面から彼 らの都合により複雑化 し､ただソ連の犯行で済まされるべきではなく他にも

責任問題が生 じているというのである｡

本書は､ソ連の機密文書による事件の実証､そしてさほど明るみに出なかった西側諸国の事件

への加担を大きく取 り上げていることで､これまでの研究書とは異なりカティンの森事件の言わ

ば裏の側面を書き記 している点では非常に興味深い (岡野､[2010C])｡

次に､ロシア人が活動する ｢メモ リアル｣団体についても触れたい｡｢メモ リアル｣団体は 1989

年 1月に設立され､ソ連時代の政治的抑圧､特にスター リン時代の犯罪を明確にするとともに､

ソ連時代の人権保護にも努めることを目的としている｡｢メモ リアル｣団体は独自の文書館､図書

館を持ち､資料収集にも力を入れ､展示会や集会の開催､文献出版など幅広く活動 している｡そ

の中でポーラン ド人に対する抑圧､とりわけカティンの森事件は ｢メモ リアル｣団体にとっても

重要な問題であり､声高に真相解明を叫んでいる｡

｢メモ リアル｣団体におけるカティンの森事件に対する活動は､1980年代終わりから 90年代

頃に始まった｡当時の主な活動として四点挙げられる｡一点目は､1988年から1989年の間に､｢メ
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モ リアル｣団体 トヴェリ支部の団体員からミエ ドノイエの遺体埋葬場所が特定されたとの通知が

初めてなされた｡二点 目は､1989年 9月から8月および 1990年 4月にモスクワで､ソ連で初め

てカティンの森事件に関する展示会が行われ､事件の概要および真相が公共の場で紹介 された｡

三点目は､1991年 8月のミエ ドノイエの公式な遺体発掘作業に団体員がオブザーバーとして参加

した｡四点目は､1992年春に3人の団体員によって､1940年 3月 5日にソ連の最高権力者がポー

ランド人将校の処刑を決定 した文書の存在が明らかにされた｡(エ リツィン大統領がヴァウェンサ

大統領にその文書を手渡 したのは 1992年 10月である｡)(○畠rodekKARTA,[2010]p113)

その後も現在にかけて活動を続けてお り､今日では射殺 されたポーランド人将校の名誉回復に

向けての尽力､および事件に関して未だに機密とされている資料の調査を主として活動を行って

いる｡このように､｢メモ リアル｣団体は､自国の歴史すなわちソ連時代の政治的抑圧に直視 し､

それを見直すとともに保存することを下に機能 している｡そして､カティンの森事件に関して言

えば､ポーラン ド人とりわけ事件の遺族とロシア政府との懸け橋 となり､その存在を大きくしつ

つある｡

したがって､ロシア人の間でもソ連崩壊前から事件調査に乗 り出そうとしていたことが分かる｡

しかし､多からず本格的な研究がなされるのは無論 ソ連崩壊後であり､今現在もロシア政府が全

資料の公開へ踏み切 らないことから､ロシア人研究者もそれ以上前に進めないのは明らかである｡

ロシア人の中からソ連の政治的抑圧を明確にし､ロシア政府に真相究明を求めることは､ポーラ

ン ド人将校を対象にした事件だけではなく､ロシア人自体も受けた抑圧つまり自国史の暗い部分

を直視 しようとする動きの表れだとも言える｡

④今後の展望

2010年4月にカティンの森事件は発生から70年を迎えた｡70年という大きな区切 りによって､

ポーランド国内の世論は盛 り上が りを見せた｡そして､プーチン首相が 4月 7日の式典に出席す

るなど､少なからずロシアから和解へ向けての歩み寄 りが見られた｡そうした中､4月 10日､カ

チンスキ大統領がポーランド側主催の追悼式典に向かう途中､墜落事故で死亡する事件が起きた｡

これに対 し､ロシア側の事故調査の全面協力などのポーランドに対する配慮により､両国間の距
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離は徐々に縮まったように見えた｡ しかし､事件の全面解決に向けての課題はまだ取 り残されて

お り､今後のロシアのポーランド-の対応が注目される｡ポーランドとロシアとの関係改善のた

めには､カティンの森事件を含めた過去の清算と両国の歴史の共有は必要不可欠である｡同時に､

そ うした新 しい関係を模索するプロセスで､係争中の歴史認識をどこで決着させるかを巡っては､

激 しい綱引きが水面下で行われている｡

これまでカティンの森事件 2つの側面､すなわち ｢事件の真相解明｣と ｢政治の道具｣として

の事件の側面を持っていることを明らかにしてきてお り､特に 2つめの側面である歴史の空白の

政治利用が現在の国家間関係にとって重要な意味を持っていることを考察 した｡ポーランドが､

ヨーロッパの地政学的再編の中で自らの新 しい地位を築いていく上で､様々なカー ドを切ってロ

シアとの交渉で優位に立とうとすることは自然なことである｡また､ポーランドの政治家にとっ

て､カティンの森事件へのコミットメン トは国民の支持や期待を得ることにつながるであろう｡

他方､ロシアにとってもEUに加盟 した東欧諸国との､さらには EU 自体との関係を見直す上で､

歴史の清算は避けて通れない問題である｡

いずれにしても､未来に向かって隣国との関係を形成 していく上で､過去の歴史は隠蔽 したり

無視 した りできないものであることをカティンの森事件は教えている｡両国の現代史に刺さった

トゲを､どうやって抜いて傷 口を癒すのかは､さまざまな方法があろう｡本研究で行った遺族に

対するインタビュー調査を分析する限り､遺族が最も望んでいることは､カティンの森事件の真

実を明らかにし､ロシアに罪を認めさせることだということが確認できた｡同時に､ポーラン ド

の世論調査でも大部分の人々が全真相の解明を求めていることが明らかになっている｡一方､欧

州人権裁判所で客観的および公正な裁判への要求は一部の遺族の運動にとどまってお り､またそ

の進展も見られない｡当事者以外の第三者 として､国際法廷を挟むことは事件解決への可能性を

生み出すかもしれないが､ポーラン ド国内全体に浸透 していないところから､現時点で大きな変

化はないが､今後の進展に注目したい｡

2010年 12月に ｢ポーランド･露対話と和解センター｣(拠点 ワルシャワとモスクワ)設立の

調印がコモロフスキ大統領およびメ ドページェフ大統領の立会いの下なされた｡2011年 1月から

の活動が開始 している｡それ以前の 2009年 9月に トウスク首相とプーチン首相によって提唱され
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た｢ポーランド･ロシア間の困難な問題に立ち向かう会｣(polsko-RosyJSkaGrupadoSprawTrudnych)

や 2010年 4月 7日のカティン70年追悼式典で両首相がこのような機関設置に対 して合意 したこ

とにより､｢ポーランド･露対話と和解センター｣が設立された｡センターは､ポーランド･ロシ

ア間における歴史､文化､国家遺産の分野で相互理解を深めることを目的としている｡主な活動

としては､両国への教育活動の援助､学会､シンポジウム､専門家や学術研究者の指導の下で講

演を行 うことや､若者の理解を深めるための両国で交換留学などを企画 していく｡さらに､両国

で調査のための関係文書へのアクセスを容易にすること､担造された歴史に対抗 し､今 日の両国

関係の相互対話を円滑に進めることも目指 している｡こうした国家レベルでセンターが創設され

たことから､歴史に関して言えばロシア政府もポーランド政府も両国の ｢歴史の空白｣の直視を

これ以上先送 りにできないという動きの表れだと考えられる｡今現在､目立った活動は見られな

いが､今後､カティンの森事件に関 しても和解へ向けて､センターが両国の対話を実現 し､その

かけ橋となることで重要な役割を果たすことに期待 したい｡
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第5章 カティンの森事件の ｢灰色性｣と歴史認識の ｢重層性｣

1.カティンの森事件の ｢灰色性｣

①なぜカティンの森事件は ｢灰色｣であり続けるのか｡

カティンの森事件は､事件発生から70年以上経つにもかかわらず､未だ解決の兆 しが見えない

状況である｡本項目では､なぜ事件が白黒の決着がつかず ｢灰色｣の状態であるのかという問い

に対して､考えられる理由を考えたい｡

a)｢正義｣はどこにあるのか｡

まずは､｢正義｣はどこにあるのかについてである｡｢正義｣を語る上の前提として､カティン

の森事件に対する共通の認識そして評価について考える必要がある｡つまり､ポーランド人とロ

シア人がそれぞれ事件に対して共通認識をあるのかかどうかである｡ポーランド人は､自身をス

ターリン､ロシア (ソ連)の被害者と捉えている｡事件によりポーランド国家の中でも階級の高

い､言わば国家の運営に携わるような人々が抹殺され､甚大な被害を被ったのである｡一方､ロ

シア人にとって､ソ連史には 1937年から1939年の大粛清によってソ連人 100万人以上の銃殺､

第二次世界大戦末期の国内住民の強制移住などがあり､カティンの森事件はスターリン政権の犯

罪の中の一つとして例外をなすものではないと捉えられている｡そもそも､全ロシア国民が事件

を認識 しているわけではない｡現に､第4章で示 したように､2010年 4月に行われたロシア人に

対する世論調査 (本稿 p123参照)では､ゴルバチョフ台頭以前のソ連時代から事件を知ってい

たのはわずか全体の 17%であった｡さらに､およそ 34%の人々が2010年 4月のプーチン首相のカ

ティン 70年追悼式典､ポーランド大統領機墜落事故から初めて事件を知ったという結果である｡

そして､調査が行われた時点で､カティンの森事件の責任はソ連にあると知っているかという質

問に対して､初めて聞いたと答えたのは 74%にも及んでいる｡このように､ポーランドでは､国

民誰もが知っているに対し､ロシア人にはそれほどカティンの森事件の認識度が高くないことが
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分かる｡ さらに､ロシアの社会自体が過去の暗い部分を直視することを避けている｡ポーラン ド

社会では反共産主義体制運動は愛国主義と捉えられ､そして､共産主義時代やその清算の研究に

おいても国家の正当性を示すものとされている｡ しかし､ロシア社会では､過去の清算に対する

そのような動きは見られない｡共産主義勢力と対立する試みはなく､それは社会の中で愛国主義

と同一視されることはない (NowaEuropaWschodn la,[2010],pp79-83)｡このように､これまでは

両国民の事件の認識に温度差があることから､｢正義｣を語る上での共通の評価ができなかったと

い うことになる｡

2010年 4月の 70年追悼式典および大統領機墜落事故は､多くのロシア人が事件を知るきっか

けとなったのは確かである｡現時点でのポーランド･ロシア両国民､それぞれが事件から見据え

た願いや動きは次の通 りである｡ポーラン ド人の願いは､遺族へのインタビュー調査や世論調査

が示 している通 り､全事実を知 りたい､ロシアが事実を再認識 してはしいということである｡一

方､ロシア人に関しては､ソ連時代に圧力を受け､スター リン主義の被害者であり､その事実全

てが公表 されているわけではない｡それ以前に､ロシア国民に対するスター リンの犯罪も明らか

にし正 しく認識するという動きが ｢メモ リアル｣団体によって行われている｡

こうした中で､ポーランド人もロシア人もスター リン体制の被害者であるいう主張は､両国民

の共通認識であると言える｡ しかしながら､カティンの森事件という事例から見ると､ロシア人

にとってはそれほど重要視されていないようである｡そのため､両国民の認識に差異が生 じ､互

いの ｢正義｣を主張し合 うことで対立が生 じるのは明らかであり､｢正義｣はどこにあるのか､何

が ｢正 しい｣のかを一概に言 うことはできない｡

そしてもう一点付け加えると､体制転換以降から､事件の真相究明が叫ばれる中､少 しずつ情

報の開示はなされているが､全文書公開までは現時点では至っていない｡2010年 11月に､ロシ

ア下院による ｢カティンの森事件はスター リンや他のソ連指導者の直接の命令で行われた｣と認

める声明を賛成多数での採択や､12月のメ ドページェフ大統領のポーランド公式訪問など､両国

の和解へ向けて動き出し始めたのは確かである｡ しかしながら､このような国家間の表面的な歩

み寄 りは見られるが､実際にロシア側から積極的に真相究明に乗 り出そ うという動きは見られな

い｡ロシアに限らずどの社会も､自国の歴史の黒い部分に目を向けたくないものである｡そもそ
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も､ソ連 (ロシア)にとって第二次世界大戦の中における独ソ戦では､大祖国戦争 として約 2,000

万人の犠牲者を出している｡大戦において､ ドイツは支配拡張､侵略を目的だったのに対 し､ソ

連はヨーロッパをナチス ･ドイツから解放するためという名 目の下で戦ったとされている｡多数

のソ連自国民の犠牲者を出しヨーロッパを解放 したのだから､その名 目で他の国々に対するソ連

の戦争犯罪は仕方なかったというロシア側の言い分も成 り立つのかもしれない｡ しか し､そのた

めに捕虜の処刑や民間人への虐待など､ルールを犯 してもよいというわけではない｡ポーラン ド

人将校を殺害 しなければ､ソ連は戦争に勝てなかったとは言えない｡結果的には､この戦争には

連合国側が勝利 し､それによってソ連体制の正統性を支える要因になり､連合国側にカティンの

森事件を糾弾できる余地はなかった｡連合国は､第二次世界大戦におけるソ連の ｢正義｣に目を

つぶらざるをえなかったのであろう｡

こうしたことから､カティンの森事件の事実解明は､約 2,000万人のロシア人犠牲者の遺族､

国民の感情への配慮から､ヨーロッパ解放に手を尽 くしたという名 目を全てとは言わないまでも

一部否定することになりかねない｡ロシア側の本音 としては､大祖国戦争の正当化を覆されない

ためにも､カティンの森事件は何処からの審判も下されず､このまま ｢灰色｣の状態であり続け､

時代と共に風化 していくことを望んでいるのではないだろうか｡第二次世界大戦という大きな枠

組みから見れば､ソ連にとってカティンの森事件は先を見越 しての､つまり戦後ポーランドを共

産主義体制下に組み込むために､反 ソ感情が強い指導者層を排除するために起こされたものであ

った｡それが後 として大祖国戦争における ｢正義｣であるのかを断定 して言 うには問題が複雑で

大きすぎる｡

b)ロシア (ソ連)および西側諸国との事件の関連性

次に､カティンの森事件は単にポーラン ドとロシア (ソ連)だけの問題ではないとい うことで

ある｡戦後､ソ連は事件を ドイツの犯行と決めつけ､1990年までその姿勢を変えることがなかっ

た｡ソ連が犯行を隠 し通すことができたのは､英米つまり連合国側の態度が不透明だったからで

あるとも言える｡これに関しては､第4章でも紹介 している､ロシア人研究者 ヴィク トル ･ザス

ラフスキー著 『カチンの森 ポーランド指導者階級の抹殺』(ザスラフスキー,[2010])でも述べら
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れている｡まず､戦後の ドイツの戦争犯罪を糾明したニュルンベルグ裁判では､カティンの森事

件は証拠不十分で深く追及されることはなかった｡その裏には､ニュルンベルグ裁判はナチス ･

ドイツを裁くものであり､連合国側であったソ連に犯行を追及するわけにはいかなかった事情が

ある｡そ して､ポーランド人将校殺害は共産主義時代の西側諸国での調査によって､ソ連の犯行

であるという見解が通っていた｡ しかし､西側諸国の政府が事件の真相解明に乗 り出したとする

と､連合国としてソ連と手を組んだこと､ニュルンベルグ裁判で敢えて事件には触れないように

したこと､独ソ不可侵条約による侵略､戦後の共産主義支配体制に連合国は目をつぶったことが

明らかになって しま う｡当然､西側諸国は責任がふ りかかってくることに恐れを感 じ､事件を全

面的に取 り上げないようにしたのではないかと考えられる｡カティンの森事件が辿った経緯は､

ドイツとソ連の 1939年から1941年にかけての協力関係､それ以降のソ連と連合国との協力関係

の中で事件は踊 らされたことになる｡

実際､イギリス､アメリカは事件に対 してどのような姿勢を取ったのであろうか｡まずイギリ

スについて､1943年 4月の ドイツによる事件公表後､カティン一帯は ドイツ軍が支配 していたた

め､公正な調査を実施することはできず､十分な情報を得 られない状況から立場をはっきりさせ

なかった｡そして､チャーチルは､ソ連の協力を得たいがために､敢えて事件調査に触れようと

としなかった｡その数か月後､亡命ポーランド政府付イギリス大使オーウェン ･オマレー (Owen

o■Malley)は､独 自で入手 した証拠を下に､将校殺害はソ連によるものだと結論付け､事件に関

する覚書を作成 している｡しか し､チャーチルはオマレーの覚書を表に出そうとはしなかった (ザ

スラフスキー,[2010],p74)｡1976年には､ロンドンのカティン慰霊碑に ｢1940年｣と刻むことに

イギリス政府は難色を示 し､そして政府代表は除幕式にも出席 しなかった｡｢1940年｣を入れる

ということは､イギリス側が公式にソ連の犯行だと認めることになり､冷戦により緊張が続いて

いる中で､イギリスはソ連に刺激を与えないためにこのような姿勢を示 したのである｡

一方､アメリカについて､ルーズヴェル トも当初はイギリスと同様の立場を取った｡バルカン

問題の特使であったジョージ ･アール (GeorgeEarle)は､ブルガ リアとオース トリアで大使を経

験 してお り､それ らとの接触を得てカティンの森事件の情報を入手 し､事件はソ連の犯行である

とルーズヴェル トに伝えていた｡ しかし､ルーズヴェル トはアールの情報を受け入れず､同盟国
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であるソ連との関係に影響が出ることを懸念 し､アールを任務から外 し､遠く南太平洋のサモア

にとばしている｡1950年に､カティンの森事件から奇跡的に生き残ったユゼフ ･チャブスキは､

国際的な放送で知 られている放送局の ｢ボイス ･オブ ･アメリカ｣でポーランド向け放送を準備

する際､カティンの森事件を言及することを特に禁 じられている｡そして､アメリカ議会の対応

として､1949年には､民間のカティン虐殺調査委員会が設けられ､事件についてメディアと世論

を喚起する活発な運動が行われた｡そのため､アメリカ議会はカティン問題特別委員会の設置を

決定 し､事件資料や証言を集め､全体で 2,400ページに及ぶ数巻の調査文書を公刊 した (ザスラ

フスキー,[2010],p82)｡1943年の時点で ドイツ軍の捕虜となってお り､オブザーバーとしてカテ

ィン発掘現場に連れていかれたフィラー ト大佐 (JohnH VanVllet)は､1952年のアメリカ議会で

証言台に立っている｡そして議会は､カティンの森事件は 1939年に計画され､NKVDによってポ

ーランド人将校 らの殺害が実行されたと承認 した｡

冷戦中､このアメリカ議会による結論は､ヨーロッパの世論と西側諸国の歴史研究者 との間で

共有されていない｡無論､共産主義圏諸国では支持 されることはなかったのは言 うまでもない｡

イギリス政府もアメリカ政府の結論を公式に認めないことを決定 している｡

このように､カティンの森事件はなぜ半世紀もの間､事実が明るみに出なかったのかに対 して､

ただソ連の犯行であったと済まされるべきだけではなく､他の国に対 しても責任問題が生 じてい

ることになる｡現在も､カティンの森事件-ソ連の犯罪､とされてお り､裏側で起きていた他の

国々の事情は追及されていない｡

C)戦後史の評価の見直し

前項 目で､ロシア (ソ連)および西側諸国とカティンの事件との関連性を述べたが､そこから

浮かび上がった､戦後史の評価の見直 しという新たな一面をを指摘 したい｡

戦後､カティンの森事件は､戦勝国であるソ連によって事件の存在自体を社会から抹殺された｡

他方､ソ連との関係の複雑化を懸念 した西側諸国､主にアメリカ､イギリスは､事件の責任問題

を追及 しようとはしなかった｡事件の黙認は､戦勝国の暗黙の了解であったとも言える｡西側諸

国では､亡命研究者や事件関係者 らによって事件が語 られてきたが､それが政府の黙認の姿勢を
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打ち破るわけでもなく､西側諸国の人々の関心を奮い立たせるわけでもなかった｡戦後の民主化

という観点から､このような西側諸国の態度に問題はなかったのであろうか｡冷戦において､カ

ティンの森事件の事実究明は政治のカー ドとなり得たが､ソ連との衝突を避けるために西側諸国

はそのカー ドを利用 しようとはしなかった｡この ｢敢えて事件をを黙認 した｣という事実は､戦

後の民主化の歴史において､西側諸国に対 しても倫理的な問題として問われることになるかもし

れない｡歴史の負の遺産の清算に対 して､ソ連だけではなく西側諸国もソ連の公式見解を黙認 し

ていたという事実を直視することは､戦後史の評価の見直 しとい う大きなテーマにつながるが､

本稿の直接的な分析対象ではなかったので､このことは問題を指摘するにとどめたい｡

以上､カティンの森事件の ｢灰色性｣を､ポーランドとロシアの共通の認識 ･評価､大祖国戦

争でのソ連の ｢正義｣､西側諸国との事件の関連性､歴史の負の遺産の清算､戦後史の評価の見直

しという観点から考察 したが､問題解決における共通の基準が定まらず､現時点でも歴史の評価

の軸が明瞭でないのは確かである｡そのため､カティンの森事件は依然として ｢灰色｣のままで

あり続けている｡

②事件解決の可能性沿模索

カティンの森事件の ｢灰色性｣の考察 した上で､解決に向けての着地点の可能性を考えてみた

い｡まず､ロシアが国家として事実を再認識すること､事件に関する全文書公開が挙げられる｡

遺族へのインタビュー調査を通 して､最も彼 らが望んでいることは､謝罪や賠償､実行犯を裁 く

ことではなく､上記二点であることが明らかになっている｡すなわち､遺族は肉親の辿った運命､

そ してその事実関係を知ることを懇願 しているのである｡そして､ポーランド国民も遺族と同様､

事件の資料公開を求めていることを世論調査から裏付けている｡このように､全真相解明が､国

民が納得する方法であり､真実さえ分かれば､ポーランド人にとって､ロシア人にとっても事件

解決のひとつの区切 りとなると考えられる｡それにより､ポーランドとロシアは隣国関係を築き

上げる上で互いに前進できるのではないだろうか｡

次の可能性として､ポーランドとロシアが互いに歩み寄れるかどうかである｡遺族へのインタ

ビュー調査や世論調査でも表 されているように､現代のポーラン ド人はロシアに対 して不信感を
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示す人が多いのは明らかである｡一方､ロシア人のカティンの森事件の認識はさほど高くないこ

とが世論調査で示されており､そして事件はスター リン政権下の多くの犯罪の一つとして､その

残虐性は他と異ならず例外をなさないと考えられている｡ したがって､一方からの不信感そして

両国民の事件の認識度の違いから､同じ土台に立つことが難 しいことが分かる｡事件の全真相解

明が最優先事項であるという条件が両国に確立されれば､ポーランド人もロシアに対して寛容に

なれる可能性があるかもしれない｡そして､ロシア人もカティン70年追悼式典およびポーランド

大統領機墜落事故により事件の認識度が高まったのは確かである｡両国民の歴史認識に必要な条

件を確立 し､それを前提としてできるところは譲歩 し合い､互いが歩み寄れる環境を作ることが

できれば両国間の関係構築も円滑に進むのではないだろうか｡

2.歴史認識の ｢重層性｣

①カティンの森事件から､それぞれのレベルで何を重視するのかO

本項では､ポーランドという枠組みの中での歴史認識がどうなされているかを考察したい｡立

場が違えば歴史上の事実に関する見方は異なる｡ポーランドの国家､研究者､国民､遺族のそれ

ぞれの目線からカティンの森事件に対する歴史認識において何を重視するのかを論 じていく｡

a)国家レベル :｢政治の道具｣としての利用

これまでの研究は､ほとんど国家レベルでの歴史認識が議論の対象であった｡共産主義時代で

は､ポーランド共産党当局が､自国の歴史家に対し､政治的に都合の悪い事実､つまりポーラン

ド政府自身はもちろん､ソ連の歴史上の汚点となる事実を語ることを禁 じていた｡ ドイツの責任

転嫁を知 りながらも公の場で言及できず､国家が事件を封印していた｡すなわち､国家が政治的

な理由から事件捜査の指導権を握っていたことになる｡第4章の共産主義時代の状況でも述べた

とおり､百科事典のような一般人が手にする書籍からもカティンの森事件が消し去られ､第3章

の遺族のインタビュー調査によって､身内が事件の関係者であることから､抑圧を恐れながら日々

の生活を送っていたことが分かっている｡常にソ連がバックについていたが､実際に国民に対 し
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て､言論統制､事件関係者や規制を破る者に抑圧を施 してきたのはポーランド共産党当局であり､

これは政府の方針であったことは言 うまでもない｡

体制転換後､政府はこれまでの姿勢 とは一変 し､真相解明を叫ぶようになり､ポーランド･ロ

シア関係において､外交のカー ドとして利用するようになる｡ヨーロッパの中で新 しい地位を築

いていく上で､様々なカー ドを切ってロシアとの交渉で優位に立とうとすることは自然なことで

ある｡そして､内政においても､事件へのコミットメン トは国民の支持や期待へとつながる｡

こうした理由から､国家にとってのカティンの事件は､共産主義時代では人々を弾圧するもの

として利用され､体制転換後は､内政や外交の ｢政治の道具｣としての利用とい う面が重視 され

ている｡政治状況によって姿勢は一変 しているが､ポーランド政府自身､元々事件の犯行はソ連

によるものと分かってお り､共産主義体制下ではバ ックにいるソ連を恐れ､真実を公にすること

はできなかった｡

｢政治の道具｣の中で､国のレベルでは国家としての対応､まずはロシア政府に対 し事件の全

証拠資料の公開を求め､そして事件の責任を認めさせたいと考えられている｡なぜならば､公的

な姿勢としての公式見解の表明は､過去の傷を癒 し､政治的な和解の基盤を作る前提のものとし

て認識されるからである｡

b)研究者 レベル :ソ連の公式見解に黙認､政治の影響を受ける

研究者 レベルでは､共産主義時代では事件の真相を究明 しようとすれば､共産党当局から圧力

が加えられた｡ ソ連の公式見解に目をつぶ らざるをえなかった｡ しかし､ソ連側からの情報がな

い中で､研究者は西側諸国にいるカティン関係者からの記録や証言を共産党当局の目につかない

ルー トから入手 し､事実認識へと導こうとする者もいた｡実際､第 2章で分析 したとお り 『クル

トウ-ラ』は､在外ポーラン ド知識人､文化人の学際的な論壇であっただけでなく､ソ連支配体

制に対する抵抗のシンボルであり､唯一定期的に､また大量にポーラン ド国内に持ち込まれた西

側の反体制雑誌である｡『クル トウ-ラ』地下出版を通 じて国内に反体制派情報を流通させる役割

を果たしていた｡

一方､共産党に近い研究者は､カティンの森事件についてのソ連の見解をポーランドの見解を
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同 じレベルで扱 うことで､中立的立場をとっていた｡無論､ソ連側の資料に按することができず､

事実を隠 し担造するプロパガンダに惑わされ､ソ連の責任を否定 し続けることで､自分たちの研

究者としての立場を政治傾向に結び付けた｡先行研究および第4章の共産主義時代の状況でも示

したとお り､国内での正式出版物は､検閲を突破 して正式に出版 されていることもあり､ソ連に

都合の良いように解釈 された研究も行われていた｡

体制転換後､研究者はロシアから公開された文書の分析､将校殺害状況の詳細の特定､検証の

結果､得 られる事実関係の詳細を明らかにしてきた｡現時点では､公開された文書から分かる範

囲での研究はされ尽されている｡次の段階に進めるかどうかは､ロシア側が保管する残 りの機密

文書の公開次第である｡

すなわち､研究者 レベルでは､国外とりわけ西側諸国のポーランド人研究者の間では､カティ

ンの森事件はソ連の犯行であると理解されてお り､それを地下出版と通 して国内へ伝えていた｡

国内では､ある程度事実は認知されていたが､研究者としての立場を守るためにソ連の公式見解

に黙認 し､そして研究者も政治の影響を受けていたことが分かる｡現在は､事実認識そしてその

調査､情報の伝達が彼 らの重視する役割でもある｡

C)国民レベル :ナショナリズムにつながる歴史認証

共産主義時代では､ソ連共産党当局へ抵抗する反体制派 として活動をする国民もいた｡地下活

動を通 しで情報を伝える側､そしてその情報を得る側とで､危険を顧みず行っていたことが､当

時の反体制派を盛 り立てていく社会を作 りあげていった｡そうした局面でカティンの森事件の真

相は世に広ま り､人々の歴史認識を形成 していった｡第 3章の遺族に対するインタビュー調査で､

1980年代にはすでに多くの人が事件を知ってお り､徐々に学校や職場などでも話せる雰囲気があ

り､実際に議論 し合い､事件に対する認識を深めていたことが証言によって明らかにされている｡

換言すれば､政治的な環境から言論の自由が制限された社会状況 と､そのような状況下でも国民

の歴史認識は高まっていたことから､社会と国民はね じれた状態だったと言える｡

体制転換後は､真相究明など､反ソ (ロシア)というポーランド人の感情を一体化することで､

外に向けての結束力を固めてきた｡カティンの森事件は､言わばポーランド人のナショナ リズム
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を高めるための要素が揃っていたのかもしれない｡こうした中で国民の感情も国家によって政治

利用されるようにもなる｡

2010年 4月の 70年カティン追悼式典が近づくにつれて､一気に認識度が高まったことが第4

章のポーランド人に対する世論調査より明らかになっている｡加えて､ロシアに対 して事件に関

する全資料公開を求める国民が半数以上を占めていることも世論調査から分かっている｡このよ

うに､国民にとっては反ソ感情として事実解明の要求､ナショナ リズムを高めさせるための動機

として事件が認識されているのではないだろうか｡

d)遺族 レベル :犠牲者の追悼､社会への浸透

遺族 レベルに関しては､第 3章のインタビュー調査で詳細に記述 している｡遺族は､事件の関

係者であることから特に共産主義時代では､事件を口にしてはならないものとして認識 していた｡

そのような状況下で､情報を得 られず､肉親の安否情報を得 られない中でも､秘密警察の目の届

かない範囲で､感情を押 し殺 しながらも､遺族は事件を絶えず認識 し続けてきた｡

体制転換後に初めて肉親の消息が分かった遺族が多数お り､さらに､それまで抑えられていた

主張や言論が表面化することによって､遺族自身も前に出て事実解明を主張するようになり､歴

史認識も強まってきた｡こうしたことから､時代の局面で翻弄された遺族の間で歴史意識が変化

する過程が見られた｡遺族にとって､犠牲者つまり肉親を事件で亡くしたことから､犠牲者に対

する追悼が優先的であるのは間違いない｡そして､インタビューの中での彼 らの辿ってきた経緯

から､ポーラン ド人もロシア人も歴史から目を逸 らすべきでないと強く願っている｡遺族とい う

事件関係者の立場から､事件を風化 させず､次世代へ伝える､社会へ浸透させたいとも願ってい

る｡国民 レベル と同様に遺族 レベルでも､感情的な部分から事件の早急な真相解明を望むことを

最も重視 している
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②それぞれの歴史認識におけるニュアンスの差異とは

国家､研究者は､政治が主体となって､つまり内政や外交そしてロシア側の動向に左右されて

それぞれの歴史認識を形成 している｡そして､国民､遺族は感情論から見る歴史認識が大きいよ

うである｡

共産主義体制の終蔦から体制転換を通 して､事件を取 り巻くポーラン ド社会の変化は､すでに

何度も述べているが､外的な変化としてはロシアが事実を認め､少 しながらも真相解明に乗 り出

したこと､内的な変化としては言論統制が解除されたことである｡体制転換とい う大きな変化で､

国家レベルから国民､亡命者､遺族の様々なレベルでの歴史観があらわになり､それが重なる部

分もあるが差異もある｡ここでは､その差異が何を意味するのかを考えてみたい｡

現代史の枠組みの中で形成 され､語 られてきた歴史は誰の声からによるものなのか｡逆にこれ

まで誰の声が最も抑圧され沈黙させ られていたのか｡これまでのカティンの森事件の研究は国家

レベルでの議論が対象であった｡つまり､歴史上でのカティンの森事件の事実は､国家の目線で

常に見られ､歴史認識も掌握されていたことになる｡それが 1990年代に入 り､ソ連が崩壊 し､事

件へのソ連の関与が明らかになった｡ポーランド国内では言論の自由が認められ､約半世紀もの

間沈黙を守 り､犠牲者の遺族がその沈黙を破 り始めたことで､遺族の声が公的な場に出るように

なった｡これにより､それまで国家のスタンスでの歴史認識が社会でまかり通ってきていたのが､

遺族の声が発せ られることで､国家もそれを無視するわけにないようになった｡ さらに同時に､

同 じポーランド人として遺族 と同じように言論統制を強いられてきた国民や､公開された文書の

分析など客観的に事実を見据える研究者も加わり､国家､研究者､国民､遺族､全ての目線から

の解釈が重なり合い共有する部分も出てきたが､それぞれの解釈のニュアンスの差異から､国内

でも歴史認識に微妙なずれが生 じてきた｡すなわち､言論の自由を得たことで､それまで潜めて

いた遺族の声が表に現れるようになるが､姿勢を 180度変えた国家の声や､事件をナショナ リズ

ムの象徴 として掲げる国民の声によって､結局は ｢政治の道具｣としてそれぞれの歴史観が左右

され､現在の歴史認識の形成につながっていると言える｡

国家､研究者､国民､遺族全ての歴史認識を一体化することは､それぞれの政治的､社会的立

場上､困難であろう｡事件の全事実解明がそれぞれの立場での歴史認識で重層する部分ではある
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が､その解釈の中で認識に対するニュアンスの差異が生じている｡今後もカティンの森事件の状

況は変わりつつあると考えられる中､この事件と向かい合 う際に､国家レベルから国民､亡命者､

研究者､遺族の様々なレベルで歴史的な知識をどのように持つか､歴史の記憶をどのように受け

止めるかが歴史認識を共有する上で極めて重要であると言える｡
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結 論

本研究で明らかになった点は三つある｡

一つ目は､これまでの分析､議論から､共産主義体制から民主化へという体制転換､そして現

代で､カティンの森事件は事実究明の他に､ポーランドのナショナ リズムの象徴の一つとなり､

内政 ･外交の駆け引きの中でも利用されるなど､｢政治の道具｣としての側面の強さが増 してきた

ことである｡その裏付けとして､国民の面では､遺族が時代の局面､つまり各政治体制よって翻

弄され続けていることを遺族に対するインタビュー調査から､ポーラン ド国民の事件における社

会意識の高ま りは世論調査から確認 している｡事実究明ではなく､｢政治の道具｣としての側面を

本研究の目的としたことから､特に遺族へのインタビュー調査を通 して政治的な問題に発展 して

いく過程で遺族が翻弄されている様子を明らかにした｡そして､国家の面では､共産主義時代は､

事件に関わる人々を取 り締ま り､組織的に事件を社会から排除 していたが､体制転換後は一変 し

て事実究明を叫び出 した｡こうしたことから､時代の変化に伴い事件が ｢政治の道具｣と化 して

いく過程が政局や国民感情を翻弄することによって､それが現代のポーランド国家､国民､遺族

の歴史認識に直接結びついている｡

二点目は､現代史から見る人々のカティンの森事件に対する歴史認識､そして事件が持つ特殊

性を明らかにした｡現在ではカティンの森事件を知 らないポーランド人はほとんどいない｡現代

の若い世代は､学校の歴史の授業で習 うほかに､家族が事件の犠牲者である､あるいは遺族では

なくても事件について家族から聞かされている｡そして､2009年のアンジェイ ･ヴァイダ監督の

映画 『カティンの森』､2010年カティン 70年追悼式典から4月 10日の大統領機墜落事故は､若

者だけではなく全ポーランド人の心にカティンの森事件に対する歴史認識を植えつける形になっ

た｡共産主義体制下で事件が表舞台に出なくとも､地下出版などを通 して､公安局の目が及ばな

いところで情報が流通 していた｡カティンの森事件は､過去から現代を通 して絶えず現代史の中

で存在感をあらわにし､それがポーランド人の歴史認識に対する意識の高さに結びついている｡

そ して､事件自体がポーランド人の記憶に入 り込み､歴史を振 り返るための拠 り所となっている｡
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こうしたことから､共産主義時代の西側諸国での研究 (『クル トウ-ラ』､地下出版の普及)､遺族

に対するインタビュー調査､現在の動向およびポーランド国民感情 (世論調査)から見ても､人々

のカティンの森事件に対する歴史認識度は高いことが分かる｡

そして､カティンの森事件は第二次世界大戦での一過性の出来事ではなく特殊性を持つことを

指摘 したい｡今現在も事件を取 り巻 く状況は変わりつつあり､第 5章ではなぜ未だ白黒がつかず

｢灰色｣な状態でありつづけるのかを述べた｡それを踏まえて､ありうる解決の可能性を考察 し

ている｡全面解決とはいかずとも､インタビュー調査や世論調査から分かったポーラン ド国民の

願い､すなわち事件の真相解明が解決への一つの区切 りとなると考えられ､それがポーランドと

ロシア関係の新たな構築につながるのではないだろうか｡

三つ目は､ポーランド国民にとって ｢事件の真実を明らかにすること｣が最も重要であり､そ

れはロシアのソ連公文書館の未だ機密とされている資料の公開が非常に大きく関わっていること

が分析の結果明らかになった｡これまでの公開資料により歴史的事実としてすでに明らかになっ

ている部分もあるが､まだ明らかにされていないものの内容の確定､それこそポーラン ド国民が

望むものであるのは言 うまでもない｡最終的な議論 として､全事実すなわち全機密資料公開を実

現させ､それによって真実をポーランド･ロシア双方で究明することが ｢正義｣への第一歩では

ないだろうか｡

本研究では､カティンの森事件をめぐるポーランド･ロシア間における政治的問題の新たな展

開､現代史から見る人々の歴史認識､事件の持つ特殊性､ポーランド人の歴史認識の重層性など

から､事件をめぐる論争の構図を整理 してきた｡そ して､文献資料だけではなく､インタビュー

調査から得た遺族の生の声や､最新の動向を伝える報道など､多方面にわたる資料から実証､分

析により､それ らを明らかにした｡

歴史認識は､現代の時間軸を広げて認識することであり､歴史を抜きにして現在を認識するこ

とも未来を展望することもできない｡その中で､未来へ向けて国家間の関係を構築するためには､

｢歴史の空白｣問題 と向き合 う必要性が極めて高いことが分かる｡国家間関係において､互いの

立場がぶつかり合 う中で､歴史責任の問い直 しをどういう方法でいかなる関係性の中で行えるか

ということが試される｡そうした今後の国際関係を見直す うえで､｢過去の克服｣の方向へ進んで
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いくために ｢歴史の空白｣から目を逸 らすべきではないことが､カティンの森事件から得た教訓

である｡

そして､カティンの森事件の全体像を今一度直視することは､これまでの戦後史の評価を見直

すことにもつながるといえる｡事件の責任問題に関 して､ソ連だけではなく､西側諸国もソ連の

公式見解を黙認 していたとい う事実を直視することは､戦後の民主化という観点からその歴史の

評価を見直すことになる｡戦後 65年以上積み重ねられてきた歴史の問い直 しは､事件の真実とは

別に､｢過去の克服｣に対 して向き合わなければならないもう一つの課題であるとカティンの森事

件は教えている｡

本稿では､カティンの森事件の事実とい う核心に迫 らず､事件を取 り巻く国家､国民､遺族､

そ して関係諸国など様々な立場から内実やその歴史認識を検証 して､言わば事件の外枠 と言える

部分を分析 してきた｡これから先､残 りの機密文書の公開で新たな事実が浮かび上がることや､

国家体制の変化で歴史論争に対する政策が新たに確立する可能性があると考えられる｡その中で

国家間における ｢過去の克服｣問題を議論する際に､事件の外枠を固めたこれ らの分析が役立つ

形になれば幸いである｡そして､未来へ向けて､国際関係上で実務 レベルでの ｢過去の克服｣へ

の突破 口がどのように見出されるのかを探究することを今後の課題としたい｡
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資料 l.2009年 9月第二次世界大戦勃発 70年-E)シア､ドイツ､ポーラン ド各国首脳の演説-25

①ロシア首相 :ウラジミール ･プーチン

｢戦争へと専らW=ナチスとの協定｣

親愛なるポーランド共和国大統領閣下､首相閣下､ご来席の皆様､友人の皆様｡

我々は､各国の代表 として人類史上最も残酷で恐ろしい戦争が始まった地､グダンスクに集ま

りました｡そ して､将校､警察官､パルチザン､抵抗運動に参加 した人々､女性､子ども､年配

者など1,000万人ものの犠牲者に対 して､勝利の英雄としての敬意を表すためにここに集まりま

した｡空襲や懲罰部隊による犠牲者もいます｡様々な信仰､国籍､そして政治に対 して異なる見

解を持った人々で､この戦争で亡くなった人々です｡

ファシズムとの戦いと勝利は､背を向けることのできない損失という大きな犠牲を払いました｡

約 53,000人の赤軍兵士と将校が､今このグダンスクの地に眠っています｡このポーランドの地に､

ここで命を落とした60万人ものの赤軍兵士､つまり我が国民が眠っています｡第二次世界大戦で

の約 5,500万人の犠牲者のうち､およそ半分がソ連国民なのです †このことを考えてみて下さい｡

この道徳的な見解から､我々､つまり各国の代表は､犠牲者の方々に敬意をしめさなければなり

ません｡そして､この戦争で起きた悲劇を記憶に留めておかなければな りません｡

第二次世界大戦勃発 70年を迎えた今日､何が戦争勃発へ導いたのかを考える必要があります｡

卑怯さ､陰謀､戦闘の表舞台以外での戦い､その他､それ らに対抗するために犠牲まで払った､

戦争を引き起こした原因とは何なのでしょうか｡第二次世界大戦は､歴史の流れの中で始まった

のではありません｡そして､このことについて今日話されていることに同意 します｡この戦争は､

元々､第一次世界大戦後に ドイツを懲 らしめるために取 り決められたベルサイユ条約から始まっ

ています｡まさに､1930年代後半でナチスによってこれが利用されたのです｡この当時､集団安

全保障を作 り出せなかったという事実に注意を向けなければなりません｡第二次世界大戦に先立

った悲劇的な出来事を分析 しつつ､その結果をもう一度考えるべきです｡ したがって､ステ レオ

タイプな考え､そして固定された考えを捨て､歴史の歪曲や歴史の事実の忘却を取 り除く必要が

あります｡過激派との協力､すなわち第二次世界大戦でナチスとの協力が人々を悲劇へと導いた

ことを忘れてはなりません｡協力ではありません､つまり戦争へと導いたつまり､自らの問題に

25 第二次世界大戦勃発70年､ロシア､トイツ､ポーラント各国首月削こよる演説
hq)//ⅥWVforumPOlandorg/db/okan009pdf

-163-



他人を利用 して解決するという陰謀なのです｡1934年から1939年の間の協定への理解における

全ての試みは､道徳的な見解から受け入れがたく､結果として何の意味もなく悲劇を引き起こし

たのです｡まさにこの一歩が悲劇を導き､第二次世界大戦の勃発を招いたのです｡これ らの過ち

を忘れてはならなく､認めなければなりません｡我々の国はそれをしてきました｡ ソ連人民代議

員大会は､まさに独ソ不可侵条約は道徳的でないことを認めてきました｡そして､他の国々にも

自らの過ちを政治のリーダーのレベルだけではなく､政治的な決断をするレベルとして認知 して

もらいたいのです｡

もちろん､犠牲者の方々についても忘れてはなりません｡この認識な しでは､安全な世界を築

き上げることはできないでしょう｡我々は､冷戦という世界の分裂､そ してその結果を取 り除く

ことはできません｡我が国は過去の過ちを認め､実際に新 しい原理に基づいた方法で新 しい世界

を築いています｡まさにこの我が国の体制のおかげでベル リンの壁を取 り除くことができ､実際

に､そして実質上､分裂なしにヨーロッパを立て直 したと言えます｡我々は､ゼノフォービア､

人種に対する嫌悪､信頼の欠如と闘って克服 しなければな りません｡現代文明における政治のあ

り方は､共通の道徳的な原理を持つべきです｡この方法における唯一の進歩こそが､第二次世界

大戦の結末から克服 し､世界平和を構築するのだと確信 しています｡歴史的な清算ではなく､協

力そしてパー トナーシップを目的としたロシアとドイツの関係こそが健全な相互理解の一例だと

言えます｡そして､ポーラン ドとロシアが歴史やその清算における過去の積み重なりを乗 り越え､

よい関係を築いていけることを願います｡

最後に､今 日の式典の参加者の方々に申し上げます｡ ヴェステルプラッテやスター リングラー

ドで戦った人の友人がいます｡イタリアやノルマンディーで戦った人たちもいます｡さらに､ワ

ルシャワ､プラハ､ベル リンでの戦闘に参加 した人たちもいます｡あなた方の英雄は我々の心に

留まり､平和を求めて闘い､勝利を得た証なのです｡

ご清聴ありがとうございました｡

② ドイツ首相 :アンゲラ ･メルケル

｢我々に手を差 し伸べてくれました｡｣

大統領閣下､首相閣下､親愛なる友人の皆様､司教殿､皆様

70年前､ドイツがポーランドを攻撃 したというヨーロッパ史の中でも最も恐ろしい一幕があり

ま した｡その後一年もの間､破壊や人間の権利を認めないような屈辱が続きました｡これまで歴

史上ポーラン ドの他に ドイツの支配下に苦 しんだ国はありません｡特に､この戦争でポーランド

という国は破壊され､都市や農村部は焼き尽くされ､19L44年のワルシャワ蜂起ではほとんどの建

物は残 らず､ポーラン ド人に対する損害をほとんど避けることはできませんでした｡

-164-



ここ､ヴェステルプラッテでは､私､ ドイツの首相として ドイツ支配下の残虐な行為に耐えた

ポーランド人の運命を振 り返 ります｡そして､ヨーロッパのユダヤ人殺教を振 り返 ります｡ ドイ

ツの絶滅収容所でおぞましい死を遂げた600万人もののユダヤ人についても呼び起こします｡100

万の人々が ドイツの支配に抵抗 して殺害されま した｡ ドイツによって悪夢を引き起こした中で病

気､貧困､飢餓によって､人々が病気になった り､亡くなったりという結果を回顧 します｡人々

がこの残虐行為に苦 しんだことに対 して表現する言葉もありません｡犠牲者の方々に対 して遺憾

の意を表 します｡我々は､同じ行為を繰 り返さないと分かっています｡

傷跡は絶えず明白ですが､我々の課題は何が起きたかという責任を受け入れることです｡まさ

にこの精神で､ヨーロッパは大陸における力と脅威から大陸の安全と平和に向けて変わってきま

した｡これ らの出来事は､実は奇跡と隣り合わせなのです｡

我々 ドイツ人は､西 ドイツと東 ドイツが協力そして和解に向けて進んでいったことを今まで一

度も忘れませんでした｡今も忘れてはいません｡あなた方が我々に手を差 し出し､70年前から歴

史の暗く大きな穴だけではなく､20年前の喜ばしい日､ベル リンの壁崩壊そ して ドイツの統一､

ヨーロッパの統一についても振 り返っているのは本当に奇跡だと言えます｡

自由と団結に向けてのヨーロッパの意向は､鉄のカーテン崩壊後に現実化 しました｡同様に､

ポーランドをはじめ他の国々でも､人々は自由を目指 してきました｡我々はポーランド人､ハン

ガ リー人､チェコ人､スロバキア人､そしてミハイル ･ゴルバチョフ氏のことを忘れてはな りま

せん｡我々は､ヨハネ ･パ ウロ2世のように､許 しに向けた真実や覚悟を示さなければなりませ

ん｡そして､ポーラン ドや他の東ヨーロッパの国々が北大西洋条約機構や欧州連合に加入 したこ

とは､正 しく､しかるべき決断をしたと言えます｡

我々は 1939年より長い道の りを歩んできました｡今日､我々の国と同じ平原にある国々との間

では､とても良い関係を築いています｡統一を可能にした力こそが､我々の歴史を認識 したこと

に至 りました｡

我々のカ トリック中央協議会の言葉を引用 します｡｢私たちは共に歩みたい未来を見なければな

りません｡ しかし､私たちの歴史のあらゆる側面を忘れてはならず､その意味することを軽視 し

てはいけません｡｣

同様に､第二次世界大戦で家を失った ドイツ人についても申し上げます｡カ トリック中央協議

会が主張したことについて (第二次世界大戦後のポーラン ドとドイツの国境問題)理解はしてお

り認めてはいますが､このことから再び ドイツの戦争責任の話に戻ることは避けたく思います｡

この思いで､かつて悲劇を経験 したグダンスク-､今日では修復され美 しくなったこの街へ､70

年経った今やっとたどり着きました｡

大統領閣下､首相閣下､私を ドイツの首相としてこの式典に招待 して頂き､とても感謝 してい

ます｡これは我々のパー トナーシップ､協力､友好の証だと思います｡私は本当に感謝 していま

す｡
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③ポーラン ド首相 :ドナル ド･トウスク

｢平和の基盤となる歴史｣

なぜここに､そして今､今 日､9月 1日にグダンスクに､他の場所ではなく､他の日ではなく､

ヨーロッパの代表者たちが集まったのでしょうか｡

なぜ､これまでポーランドの代表者たちが9月 1日にグダンスクに集まっていたのでしょうか｡

なぜ､ここグダンスクに9月 1日に､戦闘員や若者たちがここにいたのでしょうか｡なぜなら､9

月 1日にグダンスクでは､人類史上最も大きな悲劇が始まったからです｡この悲劇､その足跡や

しるし､全体的な悲劇の前触れが､ここの目に見える範囲全てにあります｡

ここに､我々のそばで､ナチスのポーランド侵攻による最初の犠牲者が出ました｡まさにこの

場所です｡少 し先にシュ トウツトホフイエ収容所を分け隔てた鉄条網が見えます｡人間同士を敵

にしたこの戦争は､たくさんのこのような強制収容所を作 り出しました｡この収容所では､他の

とも同様に軽蔑から､意味もなくポーランド人､ロシア人､ユダヤ人､そして ドイツ人が殺 され

ま した｡

さらにもう少 し先を､今度は反対の方向を見ると､カシュブイ地方の小村落のピアシニッァから

さほど遠くないところに森があります｡ここには､戦争が始まって 1週間目には多くの人々がい

ま した｡ポーランドの教師たち､エンジニアたち､そして軍人やエ リー トたち､彼 らは罪もなく

射殺されたのです｡

ここ､ポモージェ地方のたくさんの場所では､茂った森では恐ろしい秘密が隠されています｡

この戦争は悲劇的な側面を持ってお り､なぜならこのピアシニッァでもナチス ドイツは障害を持

つ人々､精神病を持つ人々､多くの同胞たちを森で射殺 したのです｡戦争が始まって最初のポモ

ージェでの一週間では､小村落や街から本当に多くののポーランド人が家から追い出されたので

す｡

同じく少 し遠くを､私の実家の方を見ると､墓地があります｡ソ連軍の墓地です｡本当に多く

の若者たちがここに眠っています｡1945年の早春に彼 らは人生を終えました｡彼 らは我々に自由

をもたらそうと命を捧げましたが､解放は与えてくれませんでした｡我々は彼 らに敬意を表 し､

この墓地を心に留めておきたいと思います｡

なぜ､この戦争の残虐行為の例としてこれ らのグダンスクやポモージェ地方を挙げるのでしょ

うか｡なぜなら､これ らの残虐行為の記憶､人々や全ての民族の壊滅に対する記憶は､今後再び

起こりえる戦争に対 して､最も大事で最も有効的な盾とな りうるということを､私たちは深 く確

認 しているからです｡1939年のグダンスクでの出来事や､この時の世界での恐ろしい出来事につ

いて忘れず､戦争の記憶に基づく責任感を持てば悪夢はもう起きないと､誰もが分かっているの

です｡我々が共に責任を感 じることで､このような悲劇はもう起こらないでしょう｡

グダンスクは希望の地でもあります｡たくさんの傑出したポーランド人の中で､ここグダンス
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クで希望や､連帯の勝利や､新 しいヨーロッパを強固にした多くの価値あるものも直視 してきた

レフ ･ヴァウェンサがいます｡この地で連帯が発足 し､戦争や暗い状況を跳ね返すようなヨーロ

ッパが生み出されました｡戦争の記憶があればこそ､戦争放棄の対する考えが現れ､もうこのよ

うな戦争は起こらないでしょう｡これは最も基本的な我々の取組みなのです｡

9月 1日のグダンスクでは､みなさん､モスクワからローマ-､ロンドン､パ リからワルシャ

ワ-､ス トックホルムからバルカン-､バルカン諸国からアメリカ合衆国へ｡例外なしで､あな

たたちこの取組みが我々を悲劇から守るということをここで言わなければなりません｡自由とい

うものはいつも捕虜よりも良くあるべきだ､独裁よりも民主主義､偽 りよりも真実､憎 しみより

も愛､軽蔑よりも敬意､不信よりも信頼､そして最後にエゴイズムよりも団結の方が良くあるべ

きなのです｡私には､ここに誰が座っていたのか､あなたたちの周 りに誰がいたのか､同胞のみ

なさん､この考えを共有 しない人はいないでしょう｡我々は､ここにヨーロッパを築き上げてき

ま した｡この取組みに基づいてヨーロッパの統一だけではなく､ロシア､ウクライナ､ベラルー

シと我々のいる全ての大陸に安全体制を築き上げなければなりません｡

我々は､今まで生き残ってきた民族として､悲惨な歴史にもかかわらず､悲劇にもかかわらず､

平和と大きな信頼とい う感覚を信 じていくとい う証を見せるためにここにいます｡他の目的では､

ここに集まった意味がありません｡歴史の解釈は様々であること､人々それぞれ自分の記憶があ

ること､しか し事実というものは一つ しかないということを私は申し上げたいのです｡歴史を他

の誰かに向けるのではなく､歴史は平和の基盤 となり､これ らの出来事における歴史は平和への

基盤 となるという事実を忘れないようにしなければなりません｡

今日は､ユダヤ人虐殺についても触れました｡100万人ものの戦死 した方や殺害された方に対

して敬意を表 しました｡90パーセン トが破壊されたグダンスク､キエフ､レニングラー ド､ ドレ

スデンについても触れました｡我々ポーランド人は特にワルシャワを忘れてはなりません｡

同じくヒトラーの言葉も忘れてはいけません｡それは戦争から最も大きく､最も悲惨な最初の

シンボル的な言葉です｡独ソ不可侵条約を結ぶ前日､8月 22日にア ドルフ ･ヒ トラーは将軍たち

との会合で､戦争の本質にあたることを､悪夢の本質について言ったのです｡戦勝者には何の責

任もなく偽 りを言 うこともでき､弱者への同情はゼロ､力を持つ者だけが正 しいとも言ったので

す｡

新 しいヨーロッパの秩序の中で､ヒトラーの考えは許されません｡我々はヨーロッパを築き上

げてきました｡そして力が正当化 されない､正当化されるべきものが正 しくあるべきという考え

で世界の秩序を築いていかなければなりません｡勝利者は真実に反 しているところに利益はある

とは述べません｡皆､例外なしに真実を探 し求めているのです｡もし我々が共に安全体制を築い

ていきたいのなら､弱さにおける支配力の強さへの誘惑を断ち切 らなければなりません｡我々は､

ヨーロッパの統一させた原理を信 じなければな りません｡弱者に対 しては軽蔑をせず､ただ弱者

であると認識 しなければなりません｡
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最後に､先ほど聞こえましたヴェステルプラッテでの戦争の不必要性を示 した一斉射撃のよう

に､我々も平和へ向けて進めていかなければ､ポーランド人にとって､そしてヨーロッパの人々

にとって今日の大事な集まりに何の意味もありません｡我々がここにいるのは､複雑な歴史に背

いて､悪い誘惑に背いて､我々の間で信頼を築き上げるためなのです｡そして､10年前からこの

ヴェステルプラッテで永久に留められている ｢戦争はもういらない｣という言葉を繰 り返すため

に､我々はここにいるのです｡ご清聴ありがとうございま した｡

④ポーラン ド大統領 :レフ ･カチンスキ

｢いつも国難が伴うが､真実は一つである昏｣

ご列席の首相の皆様､大統領閣下､国会議長閣下､皆様

今日で最も悲惨な戦争､第二次世界大戦が勃発 して 70年を迎えました｡我々はヴェステルプラ

ッテにいます｡ ヴェステルプラッテは強豪な敵に対 して勇敢に立ち向かったというシンボル的な

所です｡ここから2､300キロ離れたヴィェルンという街では､最初の空襲があり､1,000人もの

の人が亡くな りました｡これが 2つ目のシンボルであり､この戦争の全体のシンボルとも言えま

す｡

すでに2世代近く経っていますが､この戦争は考慮を求め続けています｡この戦争の原因は何

であったので しょうか｡全体主義､国家主義､そして排外的愛国主義が原因であったのは疑いも

ありません｡第一次世界大戦後のベルサイユ体制が､我々のいる大陸､そして世界の平和の構築

への試みであったのは間違いありません｡ベルサイユ条約は我々の国の独立を承認 しましたが､

ポーランドだけではなく､フィンランド､エス トニア､ラ トビア､リトアニア､ハンガリー､チ

ェコスロバキア､そして最後にセルビア人 ･クロアチア人 ･スロベニア人王国､後のユーゴスラ

ビア､スロベニア､クロアチアも独立へと導いたことを言 う必要があります｡この条約は民族の

独立の原理を認め､少数民族に対する一義的な権利も認めていました｡それほど複雑な原因はあ

りませんでしたが､先ほど申し上げたように､全体主義体制の中でそれ らうちの本質が姿を現 し､

その転機 として第三帝国が成立 したのです｡第三帝国､過激なイデオロギー､報復-イデオロギ

ーを掲げ､そ して自らのナチスのイデオロギーで､ヨーロッパの文明が生み出した全ての財産を

否定 したのです｡

1933年から1938年の間に､ ドイツはこの全体主義を通 して協定を結ぶために努力 してきまし

た｡フランスやイギリスという西側の大国と協定締結への交渉に骨を折 りました｡1933年の秋に

は､ポーラン ドは戦争勃発防止を働きかけましたが､何も結果は得 られませんでした｡このよう

な条件下で ドイツと不戦条約を結びました｡これより早くに､ ドイツはソ連とも同 じく不戦条約

を結びました｡その当時では､この条約と6年後に結ばれた独ソ不可侵条約とを比較するとは思

-168-



ってもみませんでした｡政治の宥和政策は最初にアンシュルス-､後にミュン-ンで行われまし

た｡ミュン-ン協定の意味を考えなければなりません｡ウインス トン ･チャーチルが､｢名誉と恥

とでは恥を選んだのに､戦争を避けることはできなかった｣と然るべき事を発言 していました｡

ここに我々の国がなすべき役割について問いたいと思います｡我々はミュン-ンにいませんでし

た｡ ミュン-ンにいませんでしたが､その影響 としてポーランドもチェコスロバキアの領土を侵

すことになったのです｡領土の侵害というのは当時､そ して今日でも好ましくないことなのです｡

問題は全体主義だけではありません｡問題は､あらゆる帝国主義的な､そしてネオ帝国主義的

な傾向なのです｡我々は､昨年これを確信 しています｡ポーランド軍もチェコスロバキア分割に

参加 したことで､チェコスロバキアの領土が侵 されました｡これは間違いだけではなく､罪なの

です｡ポーランドではこの罪を認め､言い訳もしません｡もし言い訳が見つかったとしても､そ

の言い訳を言 うことはありません｡ ミュン-ンから､現在につながることを学び､帝国主義に屈

してはなりません｡帝国主義にもネオ帝国主義的な傾向にも屈 してはな りません｡いつも､ミュ

ン-ン協定のような迅速で悲劇的な結果を得るとは限りません｡ しかし､このような結果は時と

して起こるのです｡現代ヨーロッパは､そして世界は､これを学習 しなければなりません｡ ミュ

ン-ン協定の一年後に戦争は勃発 し､それに先立つものとして､1939年 8月 23日に独 ソ不可侵

条約が結ばれました｡これはただの不可侵条約ではなく､ヨーロッパの多くの地域を分割すると

い う協定でもあったのです｡

我々の国はその当時どのような状況であったのでしょうか｡私は今朝から申し上げていること

をもう一度繰 り返 して申し上げたいと思います｡ポーラン ドには､反コミンテルン-の参加の申

し入れがありました｡提案さえありました｡ポーランドはそれを拒否 し､参加 しませんでしたが､

その同盟は機能され続けました｡1939年の戦争､1939年 9月､10月の経過はよく知 られてお り､

今朝これについて申し上げたと思います我々の国は戦争に負けて終わりました｡なぜなら､その

ように終わらなければならなかったからです｡ポーランドは支配に置かれただけではなく､例外

的な悲劇の日々を過ごしてきました｡私の母国では､550万から580万人ものポーラン ド人やユ

ダヤ人の命が失われま した｡彼 らはこの戦争の犠牲者であり､そして世界全体では 5,000万人の

人々が戦争の犠牲者になりました｡ホロコース トだけではなく､ソ連とドイツにより勃発 した戦

争による他の犯罪にもよるものです｡

カティンの森事件に対 しても考慮がなされるべきです｡この現在の時点で知 られている事実の

点からではなく､その原因の解明を求めているのです｡なぜ､何万人もののポーランド人将校や

警官､ポーランド軍､国境警備団が敵とされなければならなかったので しょうか｡それは復讐だ

ったのです｡1920年にポーランドが攻撃に対 して撃退 したことからの復讐に違いありません｡そ

れは共産主義ということも申し上げることができます｡いいえ､ここでは共産主義ではありませ

ん､排外的愛国主義なのです｡それは､共産主義の制度の中の排外的愛国主義だったのです｡ リ

ッベン ト口ツプとモロ トフの協定は､賢く締結 されたものではありません｡相手を出し抜くため
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だったのです｡スター リンは､ ドイツはフランスやイギリスとの戦闘に疲れ果て､負けるのは時

間の問題だろうと思っていました｡ヒトラーは､西側を制圧 し､それから東側へと勢力を広げよ

うと考えていたに違いありません｡両国とも間違ったことを思い込んでいたのです｡ナチス ドイ

ツが打ち負かされた悲惨な戦争が勃発 しました｡今日､もう申し上げていることですが､この戦

争で何百万人ものの赤軍兵士をは じめ､ロシア人､ウクライナ人､ベラルーシ人､グルジア人､

アゼルバイジャン人､そして他の多くの民族が亡くなりま した｡彼 らに敬意を表 します｡そ して

彼 らは勇敢さを示 してくれました｡ナチス体制は制圧されましたが､ポーランドは独立を完全に

取 り戻すことはできませんでした｡

ヨーロッパには鉄のカーテンが下りました｡我々の国の方ではない､カーテンの西側では､過

去を見直す時代が始ま りました｡この考慮の効果的なものとして､防衛条約､その後すでに60年

の間､安定､自由､全体において少なくとも民主主義の機関として存在 している北大西洋条約機

構が挙げられます｡これは成功 した試みの一つだと言えます｡ しかし､この同盟は義務であるこ

とを忘れてはなりません｡今日､この同盟にはポーランド､ ドイツが加盟 してお り､両国は各自

の利益を互いに尊重 し合 う義務があります｡この同盟は必要であり､今後も存在 していくで しょ

う｡ しかし､今日のヨーロッパは防衛条約の概念だけを念頭に置いているわけではありませんで

した｡初めから全ての考えに基づき機構を築き､今ではヨーロッパ連合 と呼ばれています｡人類

史上､より関心のある試みであることには間違いありません｡同様に､少なくともここまで大き

な成功を成 し遂げたと言えます｡

この共同体の範囲内で､確実に言えることは力のバランスの原理が少なくとも協力において規

則の代わりを務めるものです｡これを達成させるための条件は何でしょうか｡最初の条件は､少

なくとも､共同体における価値､そして自由､民主主義､社会的多元性です｡2番 目の条件は､

帝国主義への希望を諦めること､少なくとも影響を及ぼす範囲以上の願望を諦めることです｡こ

れなしでヨーロッパの統一はあり得ませんでした｡そのおかげで､我々は今 27カ国の統一が実現

したのです｡将来､もっとたくさんの国が加盟 し､そうなると全く新 しい性質を持つことになる

と思います｡この性質は体制の価値を受け入れるという一つの条件の下で､誰に対 してもオープ

ンであるべきです｡大国という概念を持つ国にはこの同盟の中に居場所はなく､平等という考え

を持つ国だけが加入することができるのです｡ ヨーロッパが協力 し合 うことは､二つの国が寄 り

かかりあうための足場を求めることではありません｡広 く､様々な面からの協力が必要なのです｡

そ して､国と国民の間だけではなく､国と国の間においても民主主義を求める必要があります｡

もしそのようにできたら､1939年から1945年の間に起きた理解できない悲劇や犯罪を最後まで

生み出すことはなかったでしょう｡

この実現のための道は短くはありません｡私はこの場で､価値そして真実を拠 り所にして､進

むべき道が安定するよう願っていることを表明 します｡真実に関しては､それは度々苦痛を伴 う

ものですが､勝利者そ して敗者もまたそれを明らかにしていかなければなりません｡私たち､キ
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リス ト教徒にとっては､真実はいつも一つでなければならず､勝者も敗者も同じように明らかに

していかなければなりません｡

我々､ポーランド人は真実を知る､我々の民族に起きた悲劇の内容を知る権利があります｡今

まで誰も追い求めることを諦めることはありませんでした｡全ヨーロッパは複数主義､自由そし

て民主主義を､困難であっても真実に向けて進んでいると深く信 じています｡なぜなら､我々は､

先ほども申し上げたように､自らの過ちを認めることができるのです｡過ちを認める必要があり､

3万人もの虐殺の決定とチフス等の伝染病の被害者を同じ話で片付けることはできないのです｡

これは真実の方向へ到達する権利のための道ではありません｡私の国だけに限らず､ヨーロッパ

全体にとってこの真実へ到達する権利への道が必要なのです｡

ご清聴ありがとうございました｡
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