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2009年度大会が閉幕・新委員会発足

（写真は2009年度大会2日目パネルの模様 / 梶 雅範 撮影）

2009 年度総会について
鈴木義一（事務局長）
総会は、成立要件を満たしていることを確認して開会しました。2008/09 年度
中の新入会員は 9 名、退会者が 14 名で、2009 年 10 月 1 日現在の会員数は 261
名（うち休会者 7 名）です。規約第 4 条では、会員総数の 5 分の 1 の出席で総
会が成立すると定めており、「休会制度内規」第 4 項に従って会員数から休会者
数を除くと、定足数は 51 名となります。総会開会時の出席者は 59 名であった
ため、この時点で総会は成立していましたが、この他に 36 名の委任がありまし
た。
冒頭で議長に竹中浩氏（大阪大学）を選出し、続いて鈴木義一事務局長が会
務報告を行いました。事務局の業務の報告に加え、例会が 5 回開催され、ニュ
ーズレターが 4 号刊行されたことを報告しました。また、2009 年 7 月から「日
本歴史学協会」の第 27 期がはじまったため、ロシア史研究会委員会はその「学
会選出委員」に和田春樹氏を再選した旨、報告がありました。雑誌『ロシア史
研究』については、編集長の中嶋毅氏から、第 83 号と第 84 号の刊行と次号の
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編集について報告がありました。続いて会計担当の崔在東氏が会計報告を行い、
さらに会計監事の塩川伸明・長縄光男の両氏による監査報告があり、質疑を経
ていずれも承認を受けました。
次に、ICCEES (International Council for Central and East European
Studies) の 2015 年世界大会の東京開催について松里公孝氏から、日本歴史学
協会総会（7 月 18 日開催）について学会選出委員の和田春樹氏から報告があり、
これらについて質疑応答がありました。これに続き、土肥恒之委員長が、「ロシ
ア史研究会の資料集の刊行について」提案を行い、これをめぐって討論が行わ
れました。この資料集刊行の形態や、掲載内容についてさまざまな提案や意見
がありましたが、刊行すること自体への異論はなかったため、ひとまず「資料
集」を刊行することを確認したうえで、その具体的な内容等については、次期
の委員会で検討することにし、会員諸氏から今後とも意見を集めることにしま
した。
最後に、委員ならびに会計監事の改選を行いました。投票総数は 63 票で、選
出された委員は、伊賀上菜穂、内田健二、梶雅範、鈴木義一、高尾千津子、巽
由樹子、土肥恒之、根村亮、ピョートル・ポダルコ、横手慎二の 10 名（敬称略；
五十音順）で、会計監事は塩川伸明、長縄光男の 2 名（同）が選出されました。

（事務局長：鈴木義一）

2008/09 年度ロシア史研究会会計報告（2008.9.1～2009.8.31）
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7,993,554

本頁は、一般公開のために編集されました（2018年10月14日）。
会計監査委員による監査の結果、問題ないことが承認されたことが掲載
されています。また、会計監査報告原本は、事務局に保管されていま
す。

＜2009年度大会印象記＞
ロシア史研大会・雑感
西山克典（静岡県立大学）
ロシア史研大会は法政大学の市谷キャンパスで 10 月 10、11 の両日に開催され、自由論題
で 6 本、共通論題１「帝国の拡大と移住政策：18－20 世紀」で 3 本、共通論題２「近現代ロシ
アの都市と文化」で 3 本、パネル「対日友好期のロシア・ソ連の日本観：1906～16 年と 1927
～31 年の比較」で 2 本、総計 14 の報告がなされた。
私は、全ての報告、コメントと会場からの質疑と応答を聞けたわけではなく、ダンボの耳も
ないのだが、大会の印象として、各コメンテーターが報告者に劣らず予めペーパーを精読し適
確にポイントを指摘していることが、まず心に残った。それぞれのコメントが報告に劣らず、
討論を誘発すると言う意味で有益であった。
さて、個々の自由論題や共通論題、パネルでの報告には、それぞれ独自の問題意識と課題が
あり、従って結論も多様なのであるが、私には、大会は大きく二つの問題領域の磁場のなかで
動いているように思えた。
一つは«社会 общественность»（この訳語の問題はさておき）を巡る意識が大会報告のいくつ
かの基底にあった。須田将「ウズベキスタンにおけるイスラームと「ソヴェト人公民形成」
」と
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共通論題 2「近現代ロシアの都市と文化」の三人の報告者（松井康浩、池田嘉郎、巽由樹子）に、
この問題性は共有されている。かつてソ連時代の歴史学では、権力と「人民」が直截に政策を
介し対立し（階級支配）、あるいはソ連時代では「指導」されるという認識を基底にしており、
そこでは都市中間層はブルジョワと労働者との間を浮動し分解していく対象であった。しかし、
権力から自立した «社会 общество»と、それを生み出すミリュー（環境）としての «世論
общественность» は、ロシアではピュートルの改革の際に «報知 Ведомости» が創刊され、アサ
ンブレヤが上から改革の受け皿として創設されて以来、問題性をおびたと思われる。巽は、帝
国の二つの巨大中心、モスクワとサンペテルブルグにおけるメディアの分析を通じ、近代ロシ
アの「都市と文化」の推移に迫っているが、都市の «社会»をになうミリューとは異なる雑業層
や工場労働者、さらに第一次大戦のなかで大量に駐屯するようになった軍と兵士のなかで、こ
の「社会」は 1917-18 年の革命の渦のなかで隘路に陥る。1920 年代のネップと 1930 年代のス
ターリン時代にソヴィエト政権の下でこの«社会»をいかに都市で創出する、あるいは自生するか、
その可能性と限界が、池田と松井の両報告の基底には流れているように思えた。
大会に底流するもう一つの磁場は、「帝国」の問題であったように思われる。それは、帝国の
中央アジア支配の視点を検討した C.アバシンの報告や、共通論題 1「帝国の拡大と移住政策」
での三つの報告（異域への植民、「不法」移民、強制移住のテーマ）、佐藤圭史のソ連「帝国」
の解体に向かう「主権」をめぐる議論にも窺われる。自由論題の中地美枝「人口増加政策とシ
ェンダー」の論題も、ソ連「帝国」の危機の深層をとらえ、人口論からかつてソ連帝国の危機
を説いた C.ダンゴースを想起させるが、女性のジェンダーをからめ人口増加政策の危機の諸相
を開示していた。
「帝国」という基調を感じる私の思い込みのもとでは、パネル「対日友好期のロシア・ソ連
の日本観」で、シュラトフ報告が日露戦争の敗北と革命で揺らいだ帝国の対日観を扱い、横手
慎二は、旧い帝国を否定し新しい国際秩序を模索しつつスターリン時代の「帝国」へと傾斜し
ていく途上での外交を担う人々の「個人的」資質を窺わせて興味深い。シュラトフは、特にロ
シア側の外務省や軍部、地方（極東）の対応を全体的に腑分けし、日本への「警戒」と「友好」
の温度差を分析したところにメリットがあった。結論で、革命後の赤軍に残った軍事専門家た
ちがこの時期の日本への警戒観をソ連時代へと継承したのではないかと、示威に富む提言もあ
った。こう考えると自由論題の坂中紀夫の報告もウィーン体制を担ったロシアの帝国アイデン
ティティーの問題をウヴァーロフの思想、その｢ナロードノスチ｣の概念のなかで考えていると
もみられるわけであり、斎藤祥平の報告でもトルベツコイのユーラシア主義は帝国崩壊後の新
しい広域圏の構想でもあると考えられる。
このように «勝手（不法）にсамовольно» 大会の磁場を感知しつつ、ロシア史研究が、二つ
の白と赤のこの「帝国」を経たあとの広域圏に政治と文化の豊かな土壌をなす«社会
общественность»を作り出すという課題を前にして、いかに「知」の挑戦に応えることかできる
のかと反問しつつ、歴史学が過去への思索のなかに未来への回路を拓く“Back to the Future”であ
ると酔心を励まし慰めつつ放心して、東京をあとにした。

2009年度ロシア史研究会大会印象記
兎内勇津流（北海道大学スラブ研究センター）
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2009 年の大会は、10 月 10 日、11 日の両日、法政大学市ヶ谷キャンパスで行われた。
2 日間とも、朝から夕方まで密度の高い発表と討論があり、どこまでついていけたか心ないが、
とりあえず私なりの印象記を書かせていただきたい。
10 日の午前中は、A, B の 2 会場に分かれて自由論題のセッションがあり、B 会場に参加した。
セルゲイ・アバシン氏、須田将氏、佐藤圭史氏の報告を聞いたが、特に、ペレストロイカ期の
独ソ不可侵条約の扱いをめぐっての佐藤氏の報告は、参加者間の微妙な利害の違いを描き出し、
現代史のなまなましさを感じさせ、討論も熱が入ったものだった。
午後は共通論題１「帝国の拡大と移住政策」のもと、三本の報告があった。豊川浩一氏は、
18 世紀の南ウラルにおける植民の進展を、現地バシキール人と中央権力および文化との関係で
とらえようと試みた。青木恭子氏は、帝政末期のシベリア移民を、移民を送り出した地域の視
点から描こうとされた。移民は必ずしも貧農ではなかったのでは、という提起は興味深かった
が、裏付けはこれからの課題のようである。半谷史郎氏は、ソ連における強制移住には、予防
的なものと懲罰的なものがあったが、ドイツ人は前者の例であり、後者に比して政策としての
配慮がみられたことを指摘した。また、20 年代に自治共和国を編成する上では対外的配慮があ
ったが、戦後は、外国に国家を持つ民族には極力自治単位を付与しないようにした模様という。
なお、豊川氏に対してフロアから、モスクワがバシキール人に売買できない不完全な土地所有
権を与えたのではという質問が出た。17 世紀以前のロシアにおける相続地権は正統な土地所有
権であって、一般的には売却可能であった。雷帝時代にバシキール人が得た権利は、その当時
は十分に強力だったように、筆者には思われる。
二日目の午前中は、日露関係を扱うパネル「対日友好期のロシア・ソ連の日本観：1906～16
年と 1927～31 年の比較」で、ヤロスラフ・シュラトフ氏と横手慎二氏の報告に接した。シュラ
トフ報告は、ロシアの文書館史料を用いて、ロシア側のアクターごとに日露戦後の日本観を示
す試みであった。25 分でこの 10 年を分析することは、意欲的ではあるが忙しすぎる。中見氏の
質問にあったように、当時の国際情勢、特に中国情勢をふまえることが課題として残るように
思われた(昨年刊行された千葉功『旧外交の形成 : 日本外交 1900-1919』は重要な仕事と思われ
るが、言及されなかった)。横手報告は、最近公刊されたロシアの外交文書史料を利用し、チチ
ェーリン、マイスキーといったソ連の外交官の活動を通じて日ソ関係を考えようとするもので、
満州をめぐる日ソ外交が含み持つ機微について考えさせられた。
午後の共通論題セッション「近現代ロシアの都市と文化」には、3 人の報告者が登場した。巽
由紀子氏は、1860～70 年代の雑誌出版を論じ、70 年代に急速に雑誌の大衆化が進み、消費文化
的傾向が顕著になったこと、科学への関心の普及、西欧出身の出版人がそれを支えたことを指
摘した。読者層の変化については、大改革以後の中等教育の発展を視野に入れる必要があるの
ではないか。池田嘉郎氏はネップ期の内務人民委員部の公営事業について報告し、ソビエト権
力の都市経営と統制の実態に迫った。松井康浩氏は、モスクワの集合住宅で展開された文化活
動、特に住民団体による自主運営食堂について論じた。1929 年に食料配給制のもとで生活合理
化のために発足した食堂は、1937 年に住民団体の廃止が決定された後も、アルバート街におい
ては 2 年余存続した。後二者についてフロアから、明るいイメージのあるネップ期についての
暗い報告、暗いイメージのスターリン期についての明るい報告を聞いたという感想が出され、
池田氏から、「僕のネップイメージは暗い」、松井氏からは「例外的な事例と認めるが、政治学
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者としてのわたしはそれでも意味があると考える」というコメントがあった。また、池田氏の
報告で「ソヴィエト世論」と訳された советская общественность という語の理解をめぐって出さ
れたさまざまな意見は、興味深いものであった。
こうして大会は盛会のうちに終了した。今回の大会は、手堅い運営だったと思うが、無責任
を承知で欲を言わせていただくなら、特に、移住や日露関係を扱うパネルは、会の外の専門家
を入れたものにしていただきたかったように思う。これから、ロシア史研で最も層の厚い年代
層の大量退職期にさしかかろうという時に、いろいろ他流試合をしておくことは、研究と人間
関係の両面から必要とされているのではなかろうか。
とはいえ、こうした大会に参加して勉強と交流ができるのは、大会の企画・運営をはじめと
して、会の日常を支えてくださっている委員会のみなさまのおかげである。その仕事に、感謝
とお礼を申し上げたい。

新委員会の発足
2009年度総会の際に実施された委員選挙をうけ、11月14日（土）に新旧委員会の引継ぎを行
いました。以下が選出された10名の新委員です。内田健二、鈴木義一、梶 雅範、根村亮、巽由
樹子、伊賀上菜穂子、土肥恒之、横手慎二、ポダルコ・ピョートル、高津千津子
さらに規約に従って、5 名以内の委員を補充する予定で、現在人選中です。事務局は引き続き、
東京外国語大学外国語学部 鈴木義一研究室に置かれます。連絡先は〒183-8534
朝日町 3-11-1

東京都府中市

東京外国語大学外国語学部 鈴木義一研究室気付です。また、ニューズレター担

当も引き続き、梶 雅範です。

新委員長挨拶

内田健二

2009 年 11 月 14 日（土）に開催された新旧委員会合同会議において、新委員長候補として名
前が挙がった 3 名の「譲り合い」と沈黙が何度か繰り返された後、日本的な意思決定方式と言
われる「場の空気」の力によって、私が委員長に選出されました。歴代委員長とロシア関連の
他学会代表者の方々を思い浮かべますと、研究会の代表としては格下になりますが、研究会全
体あるいは個々の会員の研究活動に障害となることはないと思い、お引き受けした次第です。
今期委員会の最大の課題は、年次大会に向けた例年どおりの取り組みの他、ロシア史研究会
半世紀余の活動を記念する刊行物の発行準備です。前委員会の提案は「資料集」の刊行でした
が、総会では、委員会提案とも、またそれぞれにベクトルの相異なるいくつかの意見が出され、
今後の議論百出を予感させる状態でした。しかし同時に総会は、記念刊行物を発行すること、
刊行物は全面的かどうかはともかく、資料集の性格をもつことを確認し、次期委員会に編集方
針などについての検討を委ねました。これを承け、近々に土肥前委員長の下にワーキング・グ
ループを組織し、検討を始めたいと考えています。会員からの相対立する意見の噴出は意思決
定におけるイモビリズムに帰結しかねませんが、WG での検討内容はニューズレターで適宜報告
しますので、ご意見をお寄せくださるようお願いいたします。
もう一つの検討課題は、2015 年に予定されている ICCEES 大会の日本招致に関わります。こ
れについては総会で松里会員からアピールがありました。先日開かれた JCREES 幹事会では、
資金、スタッフや参加者の面で大会開催に現実的な見通しを立てることができれば、日本のロ
シア研究の国際的な認知度を高めるためにも積極的に関わる方向で検討することが確認されま
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した。もし招致に協力するとすれば、研究会としては、この年の大会は開催を見合わせざるを
得なくなります。大会自体はまだ先であるにしても、開催地の決定までそれほど余裕があるわ
けでもありません。会員のご意見を伺いながら委員会で検討を進めたいと考えています。
大会への取り組みに加えて難問を抱えた感じですが、幸いにも百戦錬磨の委員スタッフが揃
っています。皆様のご協力をいただきながら、足手まといにならないよう務めを果たしたいと
念じております。よろしくお願い申し上げます。（2009 年 12 月 23 日記）
---------------------------ロシア史研ニューズレター
第76号 2010年1月25日発行
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