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ロシア帝国の領域拡大 

出典：Wiki ロシア帝国の歴史 



東に拡大するロシア（1600年頃） 

出典：Wiki ロシアツァーリ 



ロシア・ツァーリ国の領域（1700年） 

出典：Wiki ロシアツァーリ 



ロシア・ツァーリ国 

出典：Wiki ロシアツァーリ 

ロシア・ツァーリ国は、1547年にイヴァン4世がツァーリの称号を帯びて以後、 
1721年にピョートル1世がロシア帝国建国を宣言するまで用いられていた 
ロシア国家の公称である。 
 
西ヨーロッパでは同国をモスクワ・ロシアまたはモスコヴィアなどと呼んだが、 
これらの呼称は本来、前身であるモスクワ大公国を指す国称であった。 
 
一部の研究者たちはロシアの正式な国称が採用されず、西側諸国で 
「モスクワ」と呼ぶのが一般化したのは、ライバル関係にあったポーランド 
の政治的利害関心が原因だと指摘しているが、モスクワ・ツァーリ国家と 
いう国称はロシアの歴史家の間で頻繁に使用され、ロシア人たちにも広く 
認められている。 
 
一方、日本ではこの呼び名はあまり使われておらず、たんにロシアと書かれた 
り、モスクワ大公国、モスクワ国家、ロシア帝国と書かれることが多い。その 
他、ロシア皇国、モスクワ皇国などの翻訳があるが、使用例は限定的である。 



出典：Ｗｉｋｉ ロシア帝国 

1866年のロシア帝国 



出典：Ｗｉｋｉ ロシア帝国 

ロシア帝国 
ロシア帝国は、1721年から1917年までに存在した帝国である。 
ロシアを始めフィンランド、リボニア、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ、 
ポーランド、カフカーズ、中央アジア、シベリア、満州などのユーラシア 
大陸の北部を広く支配していた。帝政ロシアとも呼ばれる。 
 
君主がツァーリを名乗ったそれ以前のロシア・ツァーリ国においても 
「ロシア帝国」と翻訳されることがあるが、ロシア語では「ツァーリ」本来は 
東ローマ皇帝を指したが、やがて一部の国の王、ハーンなどを指す語と 
なったと「インペラートル」は異なる称号であるため、留意を要する。 
 
帝政は1721年にツァーリ・ピョートル1世が皇帝（インペラートル）を宣言 
したことに始まり、第一次世界大戦中の1917年に起こった二月革命での 
ニコライ2世の退位によって終焉する。 
 
領土は、19世紀末の時点において、のちのソヴィエト連邦の領域にフィンラ 
ンドとポーランドの一部を加えたものとほぼ一致する面積2000万km2超の広域 
に及び、1億を越える人口を支配した。首都は、1712年まで伝統的にモスクワ 
国家の首府であったモスクワからサンクトペテルブルクに移され、以降帝国 
の終末まで帝都となった。 



何と、ロシアが米国に売ったアラスカの販売価格は720万USドル（1871年円-USドルの 
為替が開始した時の相場は1ドル1円）で、面積単価は約2セント/エーカー（1エーカー 
＝約4047平方メートル）だったそうです。今の価格に変換しても、わずか８億円もしな 
いのです。これであの資源、エネルギーの宝庫、アラスカをロシアは売ってしまった 
のですね。 これがロシアがアラスカを米国に売ったときの小切手です！いかなる 
理由があろうとも、わずか現在の値で８億円弱でアラスカを米国に売ったのは、 
ロシアの歴史的廃嫡ですね！ 米国がロシアに渡した小切手です。 
 



1914年時点のロシア帝国の行政区分 

出典：Ｗｉｋｉ ロシア帝国 



1914年時点のロシア帝国の行政区分 

出典：Ｗｉｋｉ ロシア帝国 

1914年時点のロシアは81県（グベールニヤ）、20州（オーブラスチ）そして 
1行政庁（okrug）の行政単位に分かたれていた。ロシア帝国は中央アジア 
のブハラ・ハン国とヒヴァ・ハン国を保護国としており、1914年にはトゥヴァ 
が加えられている。 
 
11県、17州そしてサハリン行政庁がアジア・ロシアに属している。 
 
8県がフィンランド、10県がポーランドである。残りはヨーロッパ・ロシアで 
59県と1州（ドン軍管州）となる。ドン軍管州は軍事省の管轄下にあり、 
その他の諸県州には知事と副知事（行政評議会議長）が置かれていた。 
これに加えて、複数の県を管轄し、駐留軍の指揮権を含む広範な権限 
を有する総督が置かれている。 
 
1906年時点でフィンランド、ワルシャワ、イルクーツク、キエフ、モスクワ、 
アムール、トルキスタン、ステップそしてカフカースに総督府が存在していた。 
 
サンクトペテルブルク、モスクワ、オデッサ、セヴァストポリ、ケルチ、ニコラ 
エフ、ロストフといった大都市は県知事から独立した独自の行政制度があり、 
警察署長が長官の役割を果たした。 



出典：Wiki ロシア帝国の歴史 

1860年代のロシア領アメリカ 



ソビエト連邦 

1945年以後のソビエト連邦領 

出典：ソビエト連邦 



ソビエト連邦 

出典：Wiki  ソビエト連邦 

ソビエト社会主義共和国連邦）は、十月革命によって成立したロシア・ソビエト 
連邦社会主義共和国を前身とした、1922年に成立し、1991年に解体消滅した連邦 
国家。略称はソビエト連邦、ソ連[1]、ソビエト、ソ連邦、蘇維埃など。 
 
社会主義国の代表格であり、ソビエト連邦共産党の一党独裁国家であるが、同時 
に軍事大国としても有名であり、第二次世界大戦後にはアメリカ合衆国と双璧を 
成す超大国であった。1991年末に解体され、構成国は独立した。 
 
首都はモスクワ。国旗のデザインは、革命を意味する赤地に、労働者と農民のシ 
ンボルである鎌と槌を交差させ、その上に五大陸の労働者の団結を意味する五芒 
星を配した。 



ソビエト連邦 ｖｓ アメリカ合衆国 

出典：Wiki  ソビエト連邦 



ソビエト連邦 

出典：Wiki  ソビエト連邦 

赤が社会主義国、薄い赤がその影響下にある国 



ソビエト連邦の外交関係 

出典：Wiki  ソビエト連邦 

外交関係では、社会主義国（東側）陣営の盟主としてアメリカ合衆国を筆頭とする 
資本主義国（西側）と対決（冷戦）していた。 
 
成立当初は日本やイギリス、アメリカやドイツなど大国の承認を得られず孤立し 
たが、その後各国と国交を結び、さらに1930年代後半から1940年代にかけては 
日本やドイツと協定を結ぶ。 
 
独ソ戦で侵攻してきたドイツを撃退・打倒した第二次世界大戦後に、東ドイツや 
チェコスロバキア、ブルガリアなどの東ヨーロッパ諸国を衛星国化させた。さらに 
ユーゴスラビアが主導する非同盟諸国と呼ばれる中華人民共和国・インド・キュ 
ーバ・エチオピア・エジプト・イラク・シリアなどの第三世界と友好協力条約を結び、 
関係を持つ。 
 
コメコンではメキシコ、モザンビーク、フィンランドといった非社会主義協力国もあ 
った。東アジア（ベトナム、ラオス、北朝鮮など）、中南米（チリ、ニカラグアなど）、 
アフリカ（アンゴラ、リビア、コンゴなど）などでも「民族解放」、「反帝国主義」、 
「植民地独立」を唱える共産主義政権（専制政治が行われた政権もある）の成立 
に協力し、アメリカや西ドイツ、イギリスやフランスなどの西ヨーロッパ諸国、日本 
などの資本主義国と対峙した。 



冷戦構造 

出典：Wiki  ソビエト連邦 

1959年の世界の様子 
（ワインレッド＝ワルシャワ条約加盟国 
朱色＝共産主義国家以外のソ連よりの諸国 
青紺色＝北大西洋条約（NATO）加盟国 
空色＝同加盟国以外の西側諸国 
緑＝植民地 
灰色＝非同盟諸国） 
色分け。 

冷戦の多様化―1980年の世界 
（ワインレッド＝ワルシャワ条約加盟国 
赤＝同条約加盟国以外の東側諸国 
朱色＝共産主義国家以外のソ連よりの諸国 
紺＝NATO加盟国 
青＝同加盟国以外の西側諸国 
灰色＝非同盟諸国 
永世中立国 
赤い点＝左翼ゲリラ運動発生地域 
青い点＝反共ゲリラ運動発生地域） 
色分け。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AF%E6%9D%A1%E7%B4%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E6%B4%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%81%B4%E8%AB%B8%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E6%B0%91%E5%9C%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%90%8C%E7%9B%9F%E8%AB%B8%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%81%B4%E8%AB%B8%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%81%B4%E8%AB%B8%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%90%8C%E7%9B%9F%E8%AB%B8%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E4%B8%96%E4%B8%AD%E7%AB%8B%E5%9B%BD


ロシア連邦 

現在のロシア連邦領 

出典：Wiki ロシア連邦 



ロシア連邦 

出典：Wiki ロシア連邦 

ロシア連邦、またはロシア（Россия）は、ユーラシア大陸北部の国である。 
ロシアの国境は、北西から南東へ、ノルウェー、フィンランド、エストニア、 
ラトビア、リトアニア及びポーランド (ともにカリーニングラード州と隣接) 、 
ベラルーシ、ウクライナ、グルジア、アゼルバイジャン、カザフスタン、 
中華人民共和国、モンゴル国、朝鮮民主主義人民共和国と接する。 
 
海上境界線としては、日本とはオホーツク海で、アメリカ合衆国とは 
ベーリング海峡でアラスカ州と接する。ロシアの面積は17,075,400km2で 
世界最大であり、地球上の居住地域の8分の1を占める。 
 
2012年時点で、ロシアの人口は1億4千3百万人で世界第9位である。 
国土は北アジア全体及び東ヨーロッパの大部分に広がることに伴い、 
ロシアは11の標準時を有し、広範な環境及び地形を包含する。 



 ロシア83連邦構成体区分図 

http://dvor.jp/maps1.htm 

出典： 

http://dvor.jp/maps1.htm


領土変遷参考地図   

http://dvor.jp/maps1.htm 

出典 

http://dvor.jp/maps1.htm


外国領土の編入による都市名の変遷 



http://dvor.jp/maps1.htm 

http://dvor.jp/maps1.htm


http://dvor.jp/maps1.htm 

http://dvor.jp/maps1.htm


ウクライナ 

出典：Wiki ウクライナ 



ウクライナ 

出典：Wiki ウクライナ 

ロシア語母語話者割合（2001年） 



ウクライナ 

出典：Wiki ウクライナ 

クリミア・タタール語母語話者割合（2001年） 



ポーランド・リトアニア共和国の東半を占領したロシア 

出典：Wiki ロシア帝国の歴史 



出典：Wiki ロシア帝国の歴史 

黄色が戦前のスウェーデン領、緑色がロシア領、 
黄色地に緑の斜線がニスタット条約でロシアに 
割譲された地域、黄緑は1795年にロシアに併合 
されたクールラント公国。 



出典：Wiki ロシア帝国の歴史 

フィンランド大公国の領域 



出典：Wiki ロシア帝国の歴史 

ポーランド分割 



出典：Wiki ロシア帝国の歴史 



出典：Wiki ロシア帝国の歴史 

ポーランド分割 



ロシア帝国統治下のリトアニア 

出典：Wiki ロシア帝国の歴史 



ヘーチマン国家の領土 

出典：Wiki ロシア帝国の歴史 



ヘーチマン国家の領土 

出典：Wiki ロシア帝国の歴史 

ヘーチマン国家（ウクライナ語：Гетьма?нщина[1]）は、 
1649年から1782年の間にドニプロ・ウクライナに存在したコサックの 
国家である。ポーランド・リトアニア共和国における最大のコサック 
反乱であるフメリニツキーの乱によって誕生した。国家の君主である 
ヘーチマンによって統治されたことから、ヘーチマン国家と呼ばれた。 
正式な国号はザポロージャのコサック軍）である。 
1654年以後、ロシア・ツァーリ国とロシア帝国の保護下に置かれ、 
1667年にコサック内戦とロシア・ポーランド戦争の結果、アンドルソ 
ヴォ条約でロシアとポーランドの間に分割された。1699年にポーラン 
ド支配下の右岸ウクライナにおいてコサックが廃止されると、ロシア 
支配下の左岸ウクライナにおいて存続し、ポーランド・オスマン帝国 
とクリミア・ハン国からロシアを守る役割を果たした。 
1709年に大北方戦争の際、ロシアから離れてスウェーデンの保護を受 
けようとしたが失敗、18世紀中にロシア政府の政策により政治的・経 
済的の独立を失った。1764年にロシアのエカチェリーナ2世はヘーチマ 
ン制を廃止、翌1765年に国土はロシアの小ロシア県に編成され、 
1786年にコサック連隊制が廃止となった。 



帝政時代のウクライナ・クリミア・ベッサラビア。（スペイン語） 

出典：Wiki ロシア帝国の歴史 



18世紀後半の黒海北岸部 

出典：Wiki ロシア帝国の歴史 



ロシア領ベッサラビア地方の領土変遷 

出典：Wiki ロシア帝国の歴史 



1905年 - 1917年のカフカース総督府の領域。（スペイン語） 

出典：Wiki ロシア帝国の歴史 



出典：Wiki ロシア帝国の歴史 

1900年時点のロシア領中央アジア。（ロシア語） 



ロシア連邦軍 略称: ВС РФ、英語: Armed Forces of the Russian Federationは、 
ロシア連邦の軍隊。ソ連崩壊後の1992年に、旧ソ連の核兵器を含む 
ソビエト連邦軍の主力を継承して成立した。 
 
3軍・3兵科 
ロシア連邦軍は、陸軍、海軍、空軍の3つの軍種と、戦略ロケット軍、 
航空宇宙防衛軍、空挺軍の3つの独立兵科から成る。 
ロシア陸軍 
ロシア空軍 
ロシア海軍 
ロシア戦略ロケット軍 
ロシア航空宇宙防衛軍） 
ロシア空挺軍 
 
ロシアの人口はソ連崩壊後の1992年より減少傾向にあり、他の先進国同様 
少子高齢化にも悩まされている。ロシアは、中国に対抗して人海戦術型の 
戦闘形態を採ることは困難になりつつある。100万人の兵力でさえ維持する 
必要があるかロシア国内でも疑問の声がある。 
日本とロシアを比較すれば、日本の人口1億2,700万人より少しだけ多い 
1億4,190万人のロシアが、自衛隊の24万人弱の4倍以上の100万人の兵力 
を維持することになる。 

ロシア連邦軍 
 











 



 


