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【2015 年度総会について】                                      

                                                                    旧事務局より 
 

 2015 年 9 月 28 日現在の会員数は 261 名（うち休会者 10 名）でした。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」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 50 名、この

他に 58 通の委任状があったので、定足数を満たしました。 

 冒頭で杉浦秀一氏を議長に選出した後に、委員選挙を行いました。続いて土屋好古委員長

が 2014／2015 年度の活動報告を行いました。今年度、例会は 5 回開催され、ニューズレタ

ーが 4 号刊行されました。雑誌『ロシア史研究』は 95 号が 12 月、96 号が６月に刊行され

ました。会計報告は畠山禎氏が行い、会計監事の鈴木健夫・富田武両氏による監査報告と合

わせて承認されました。その後、2015／2016 年度予算が承認されました。 

 今年度の総会では、中嶋毅編集委員長の提起により、特に雑誌の発行回数についての議論

が行われ、2 号体制を維持する方向での活発な意見が出されました。 

 その他として、池田嘉郎氏より、ICCEESS 幕張世界大会についての報告がありました。 

 委員選挙の結果、新委員 10 名が選出され、会計監事として富田武（継続）・塩川伸明の

両名が選ばれました。新委員会（４名が補充され、都合 14 名）の構成については、12-13

頁をご参照下さい。 
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本頁は、一般公開のために編集されました（2018年10月13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。



5 

【2015 年度ロシア史研究会大会に参加して】 

  西山克典 （静岡県立大学） 

大会は 10 月 10 日（土）と翌 11 日（日）に早稲田大学キャンパスで開催された。10 日の

午後は自由論題で 5 つの研究報告がなされ、翌日は共通論題「第一次世界大戦とロシア」

が設定され、活発な質疑応答がなされた。 

吉田浩氏（岡山大学）の

報告「ロシア農奴解放はい

つ始まったのか？」は、研

究史におけるザイオンチ

コフスキー、ザハーロヴァ、

そして最新のフリストフ

ォロフの研究を紹介しつ

つ、1861 年 2 月 19 日の農

奴解放令がいつ確定した

かに焦点を当て、その「始

点」を探ることで「視点」

の再考を迫るものであっ

た。 （写真は大会一日目自由論題報告「ロシア農奴解放はいつ始まったのか？」の模様） 

1856 年 3 月のツァーリの「（解放）は下から起こるより上から起こった方がよい」との演

説に起点を求めるのではなく、また、クリミヤ戦争の敗北という国家的危機から説き起こす

教科書的な通説に対し、報告では、解放へ向けての政治過程を分析しつつ、農民問題総委員

会が県貴族委員会の活動のために出した 1858 年 4 月のプログラムから、同年 12 月のこの

総委員会のプログラムを経て、1861 年 2 月 19 日の農奴解放令は確定した、と指摘された。

この 4 月から 12 月の経過と状況において、農奴解放プランの確定の重要な要因として、報

告者は、エストニアにおける農民反乱と銀行危機があったとの解釈を示した。皇帝の意志の

絶対性と彼が状況的な出来事に左右されたことに関して、会場からは、皇帝を取り巻く人々、

改革派の N.ミリューチンやエレーナ大公妃などの影響が考慮されていないのではないかと

の意見や、状況を動かす諸要因の分析が必要ではないかとのコメンテーター青島陽子氏の意

見も出された。農民解放の本質が宿る「始点」を求め、それを 1856 年 3 月の演説とクリミ

ヤ戦争敗北後の危機意識に依拠する通説に対し、1858 年 12 月に「始点」を求め、報告者の

一連の研究成果に基づく問題提起であった。1861 年 2 月 19 日の農奴解放令は、皇帝の意志、

彼を取り巻くグループ、貴族と農民の反応、そしてクリミヤ戦争後のイタリアのリソルジメ

ント、プロイセンの台頭とドイツの統一などをめぐる国際情勢など多様な要因のなかで展開

する総ベクトルであろうが、そこに一つの道筋を示したといえるであろう。

 中谷昌弘氏（新潟大学）の報告「帝政ロシアのユヤダ人移民とポグロム」は、ユダヤ人の

移住を促した要因としてのポグロムのもつ意義の再評価に関する報告であった。報告者は、

ユダヤ人の移住をもたらす「政治的要因」（抑圧）と「経済的要因」（貧困）のなかで、近年

は「経済的要因」が重視されている研究動向を紹介しつつ、白ロシア・リトワからのユダヤ

人移民が多い現象を、帝国のユダヤ人居住制限区域 (черта оседлости) 15

県を 4 地域に分け地域間の特徴を述べつつ、ユダヤ人の移住にとってポグロムをはじめと

する「政治的要因」の重要性を再確認した。報告者は、被災地よりもその周辺で過大に伝わ

る「風評被害」や白ロシア・リトワ地域からの「呼び寄せ型移民」の析出でもって、白ロシ

ア・リトワからのユダヤ人移民が増大したと推察し説明した。そのうえで、「経済的要因」

とともにポグロムが移民外出要因としての大きな意義を持っていたと、「政治的要因」も再

確認した。ユダヤ人の移住を、帝国西部 15 県を 4 地域に分け、そこでの移住の関連を分析
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し、移住の要因にポグロムの重要性を指摘したことに、新しい研究の方向が開示されている。

これに対し、コメンテーターの高尾千津子氏は、1881 年のポグロム以降、政府がユダヤ人

の国外移住に門戸を開いた状況、また、国外移住

が事業として発展し、ウクライナ人など非ユダヤ

系の移住も進んだ時代であったと指摘し、移住は

経済的理由が重要なのではないかと批評した。 

ユダヤ人居住地域を４区分し移住の相関を分析

し、その「経済的」及び「政治的」要因を統合し

て理解しようとする試みは、重要な視点であろう。

ただ、帝国西部のユダヤ人を含め様々なエスニッ

ク・グループの移動という大枠のなかで考えるこ

とも求められるであろう。また、白ロシア・リト

ワのスラヴ人がバルト地方、ポーランド、ドイツ

圏への出稼ぎなどで結びつき、その経済的紐帯の

なかでユダヤ人の国外移住も誘引されたとも考え

られる。

（写真は大会一日目自由論題報告「帝政ロシアのユダヤ移民とポグロム」の模様） 

 つづく日臺健雄氏（埼玉学園大学）の報告「コルホーズ市場における取引内容と住民生活：

1930 年代後期ソ連スヴェルドロフスク州の事例を中心に」は、コルホーズ市場を計画経済

に埋め込まれた市場としてとらえ、その取引内容や価格変動を中心に分析し、市場メカニズ

ムが機能する場として計画経済体制下に内包されたと、指摘した。そのうえでコルホーズ市

場と市民生活に関して総括し、ネガティヴに描かれる専制的なスターリン体制下のもとでも、

労働者は実質賃金の上昇による恩恵を受け、コルホーズ農民もコルホーズ市場の公認による

現金収入が確保され、彼らの生活も改善され、コルホーズ市場は日常生活を営むうえで食糧

供給源として一定の機能を果していたと報告した。報告の意義を、野部公一氏（専修大学）

は、従来の研究は集団化形成の動的側面に重点を置き為されてきたが、近年は、コルホーズ

の構造や日常生活の分析に移っていると、日臺氏の研究を位置づけた。

 この報告には、会場から、1932-33 年の大飢饉がコルホーズ市場にあたえた影響が全く出

ていない、飢饉や農村でのテロル、戦争へ向けての動きとどう関係しているのかとの質問が

出された。塩川伸明氏は、報告の対象時期が 1934-36 年を中心としており、飢饉の後でテ

ロルの前夜という比較的安定した時期と関係しているのではないかと指摘し、奥田央氏は

1936 年にはウラル地方でも飢饉があり、農村のテロルも深刻で、報告者の言うように「楽

観的」にみるべきではないと批評した。1930 年代中期以降の集団化された農村と都市の住

民の生活を「ソヴィエト社会はやや明るい像」を見せるとしても「全体のうちわずかな一面」

を映したとの報告レジュメの意味が問われ、刺激的な論議がなされた。

 さて、大会 2 日目の共通論題「第一次世界大戦とロシア（II）―戦争・帝国・民族」は、

政治と思想を扱った前年度に続く二度目のテーマであった。鈴木健夫氏（早稲田大学名誉教

授）の報告「第一次世界大戦と ロシア・ドイツ人―忠誠・従軍・捕虜・土地収用・強制移

住―」は、帝政ロシアにお 

けるドイツ人の歴史的系譜を全体的にとらえ、大戦中に彼らがおかれた状況を、「忠誠」を

求められつつも「内なる敵」としての猜疑や反感から、従軍と戦争捕虜、さらにドイツ系商

業・企業への清算の動き、土地収用と強制移住と多様な分野にわたり最新の豊かな研究成果

から提示された。 

宇山智彦氏（北海道大学）の「1916 年反乱は革命の前触れだったのか：大戦期中央アジ

ア社会の活発化と断裂」と、長縄宣博氏（北海道大学）の「宗教行政と公共圏：ヴォルガ・

ウラル地域のムスリムの銃後」は、ともに帝国のムスリム地域からの戦時下の状況を、丹念

に紹介したものであった。宇山氏の報告は、1916 年のムスリム反乱を帝政ロシアの植民地
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政策への反発、革命闘争の前触れ、「きっかけ」とするよりも、1916 年 6 月 25 日の異族人

徴用令そのものに起因し、反乱の「原因」であると指摘する。反乱が中央アジアにほぼ限定

され、反乱に反対し中央政府への協力を訴えた中央アジアの知識人が 1917 年以降の人民運

動を指導したことなどから、1916 年反乱を大戦下の中央アジア社会の変化という文脈で、

多面的に分析するものであった。 

 長縄氏の報告は、帝国の「多宗派公認体制」が総力戦のなかでもたらした「軋み」を、ヴ

ォルガ・ウラル地域のムスリム社会の内から分析している。この「軋み」は、宗務協議会で

の改革論とムフティー選出、カザフ人へのイスラム行政の導入の問題から、また、ムスリム

聖職者の確保や慈善活動の展開から分析される。そのうえで、戦時下のヴォルガ・ウラル地

域の「調和的」「平穏」ともいえるムスリムの活動が、1917 年以降のタタール人のヴォルガ・

ウラル地域を超えた広域に及ぶ活動とその意識をも醸成したと指摘した。

三つの報告は、総力戦としての第一次世界大戦に際して帝政ロシアで引き起こされた「敵

性」民族の帝国への統合の問題でもある。かつてのソヴィエト史学のもとでは、大戦下の様々

な抑圧と「軋み」、反乱は、帝国政府への抵抗であり、革命に直結させ評価されてきたが、

三つの報告では、帝国への「統合」の様々な局面が重視されている。ドイツ人、ムスリム、

そして猜疑の目でみられたユダヤ人(コメンテーターの鶴見太郎氏（埼玉大学）はユダヤ人

との比較も考慮していたが)を含め、帝国への「統合」のベクトルと、それへの反発と亀裂

も様々な分野で醸成された。これらの報告は、ロシア帝国という身分制秩序のもとで多様な

民族と信仰、生活様式の統合をはかった歴史空間が大戦という状況下で、その「統合」のあ

り方が問われた局面を開示したといえよう。宇山氏は、池田嘉郎氏の「強制的同期化」とい

う歴史的進展の差をもつ帝国が大戦のなかで一気に「同期化」を迫られるという把握も重要

であると述べた。また、1916 年の反乱は地域の革命として 1917 年の革命と内戦、そして脱

植民化の土地改革という地域と革命という大きな枠組みも考慮する必要があるとの指摘も

会場からなされた。来年は 1916 年反乱の百周年を迎え、この多様な歴史空間で始まる革命

と内戦のなかでの「統合」のあり方をめぐる研究のさらなる進展が期待される。 

 自由論題で、別会場で行われた小野寺利行氏の「中世ノヴゴロドのドイツ商人団」、宮野

裕氏の「14 世紀後半～15 世紀初頭のモスクワ大公権力と教会権力」の報告には参加できず、

この紙面に反映できなかった。前近代に関係する研究と報告が、ロシア史研究の基礎と歴史

認識に不可欠であることは論を俟たない。この分野での多くの研究の進展に期待しつつ、こ

の「雑感」は、参加した会場での報告への私の「恣意的なメモ」と感想にすぎない。ご寛恕

願いたい。大会での議論を通じて、ロシア史が、多様な民族・信仰、地域と民衆を包摂した、

それ自体一つの複合的モザイク世界であり、一つの民族とか中央から見るだけでなく、地域

と民衆を含めた多様な視点が問われる厳しい知の「場」であることを痛感させられた。（大

会を終え、静岡にて。2015 年 10 月） 

（写真は大会一日目自由論題報告「14 世紀後半から 15 世紀初頭のモスクワ大公権力と教会権力」の模様） 
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【2015 年度ロシア史研究会大会参加記】 

左近幸村（新潟大学） 

今年は ICCEES 幕張大会の影響により例年より短めの開催となった。いささか寂しい面も

あるが、個人的には負担が少なくて助かったという面もある。前の週の土日は科研の研究会

があり（新潟での開催だったので移動する手間は省けたが）、翌週は金曜から月曜まで別の

学会の大会に参加していた。これはたぶん私だけの話ではなくて、毎年似たような経験をさ

れている方は多いのではないだろうか。ただ、だから毎年この規模の大会にするべきと言い

たいのではなくて、例年より縮小されたことにも前向きに捉えられる要素があるということ

である。 

次に報告内容だが、私が聞いたのは 1 日目の吉田報告、中谷報告、日臺報告と 2 日目の

共通論題である。 

最初の吉田報告が扱った農奴解放の始点はいつかという問題は、間違いなくロシア史上の

重要なテーマであるが、報告者自身が「流行らないテーマ」と冒頭で自嘲気味に仰っていた。

このような時代を画するようなテーマが「流行らない」ということが、近年のロシア史研究

（あるいは歴史学全体）の傾向を示しているように思われる。私自身、恥ずかしながらこう

した高校生でも習う重要なテーマについて、基本事

項を押さえていないことを痛感させられ、同時に勉

強になった。 

中谷報告は、世紀転換期のロシアからアメリカへの

ユダヤ人移民とポグロムの関連を考察したもので

ある。これもロシア史の中で研究の蓄積があるテー

マだと思われるが、ポグロムの犠牲者がそのまま移

民となったというよりは、ポグロムが起きるとい

う「風評」が移民のプッシュ要因となったのではな

いか、という報告者の仮説は面白い指摘だと感じた。

しかし「風評」を実証することが史料的に容易では

ないことも確かで、また複数考えられる要因の関係

をどのように整理して提示するか、という多くの歴

史家が頭を悩ませる問題をここでも感じた。

（写真は大会一日目自由論題報告 
「コルホーズ市場における取引内容と住民生活」の模様） 

日臺報告は 1930 年代のコルホーズ市場の実態を考察したものである。報告者のレジュメ

にもあったように、この時期はスターリンの大テロルなど「ネガティヴ」なイメージが強い

時期であり、私もそう思っていたが、今回の報告はコルホーズ市場の順調さを取り上げて、

30 年代に「明るい」側面もあった事を印象付けるものだと捉えた。それに対し、討論者、

ならびにフロアからは飢饉やテロルの影響をどのように考えるのかといった質問が出され

た。本報告では論点を絞るためにカットしたとのことだが、今後の研究の進展が期待される。 

2 日目の共通論題は、昨年に引き続き「第一次世界大戦とロシア」ということだったが、

今年は鈴木健夫氏、宇山智彦氏、長縄宣博氏を報告者として、ロシア帝国が抱えていた民族

的宗教的多様性と大戦との関連がテーマとなった。各報告の内容を簡単にまとめると、ロシ

アにおいて 100 年以上の歴史を持つにもかかわらず、「敵」となってしまったロシア・ドイ

ツ人の大戦中の扱いを俯瞰した鈴木報告、1916 年に中央アジアで起きた反乱を手掛かりに、

ロシア帝国内における中央アジアの特徴を描きだした宇山報告、総力戦体制の中でロシアの

ムスリム社会がどのような変容を迫られたかを検討した長縄報告、ということになるだろう。 

当日も指摘されていたが、非ロシア人や非正教徒の問題はもはやロシア史のマイナーなテ
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ーマではなく、21 世紀に入ってからはむしろロシア史研究の主流になっている感がある。

昨年の共通論題で議論された、大戦と国民化の関係を考える上でも重要なテーマだろう。同

時に、個々の地域の事情が、西側やオスマンなどの対外関係と密接に結びついている様が描

かれている点でも、大変興味深かった。また民族・宗教問題は帝政ロシアとソ連体制を結ぶ

役割も果たしおり、今回の議論の中でも触れられていた。 

今大会で拝聴したのは、いずれもすでに大学で教鞭をとられている方の報告なので、一定

の水準を満たすものであり、興味深く聞くことができたが、かつてのように院生の積極的な

報告が聞かれないというのは寂しい気もした。総会では、『ロシア史研究』への投稿が減少

し年 2 回の刊行が危うくなっていること、特に若手からの投稿が減っていることが報告さ

れたが、他の歴史系の学会誌でもやはり投稿数の減少が問題になっている。今年は ICCEES

が日本で開催され、本会員も多数参加するなど、日本のロシア史研究の水準は国際的に見て

決して低くないと思うが、一方で日本の大学における人文社会科学の在り方が問われている

昨今、これまでとは違った課題に日本のロシア史研究（も含む歴史学全体）は直面している

のだろう。 

（写真は大会一日目自由論題報告「中世ノヴゴロドのドイツ人商人団体」の模様） 

【11 月例会レポート】 

油本真理『現代ロシアの政治変容と地方：『与党の不在』から圧倒的一党優位へ」（東

京大学出版会、2015 年）合評会 

中村 裕（秋田大学） 

 油本真理氏の研究成果の合評会が，11 月 7 日行われた。当初は，上野俊彦氏と武田善憲

氏が評者として予定されていたが，当日は業務の関係で出席できなくなった武田氏からのメ

ッセージが出席者によって確認された。武田氏は，地方の一般市民とエリート(政党関係者

や議員)との関係への油本氏の着眼点，分析の対象地域としての沿ヴォルガ地域の選定等を

2000 年代のロシアで起こったことを普遍的に説明する上で最適であると評価し，かつ油本

氏が著書で明らかにしたメカニズムを使って 2011 年下院選挙以降のロシアについて説明す

る等研究の更なる深化への期待を述べた。 

 上野氏は，「統一ロシア」の地方における基盤の確立および拡大の具体的過程，ならびに

2011 年の下院選挙における議席減につながった地方の政治過程の解明を通して，同党の『圧

倒的優位体制』の成立過程とその問題を立体的かつ構造的に解明したことを，同書の大きな

功績とした。 

上野氏は，第 1 部に関しては，先行研究の成果を手堅くまとめた(ソ連邦の政治制度には
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なかった連邦構成主体の概念が登場したこと，比例代表制と「統一ロシア｣の優位体制との

関連についての問題点を指摘しつつ)仕事であるとした上で，油本氏の研究のオリジナリテ

ィが発揮されている第 2 部について主要に議論を提起した（ここでの紹介はその一部に限

られる）。上野氏も武田氏と同様に，油本氏が沿ヴォルガの 4 つの地方を取り上げたことを，

アヤツコフ(サラトフ州知事)，チトフ(サマーラ州知事)といった地方エリートの中央政界へ

の影響力の大きさという点からも適切であるとした。その上で上野氏は，アヤツコフ，チト

フの地方の政治エリートとしての登場に関して巻末資料の収容登場人物の経歴の説明も含

めて，唐突という印象を受けると指摘した。その点に関して，例えば，アヤツコフが 1986

年から 1992 年まで第一総副支配人を務めた生産連合「サラトフスコエ」が 1991 年以前は

養鶏生産連合としての名称を付していたことを明示すれば，サラトフ州の主要産業に基盤を

持っていたアヤツコフが政治エリートとして登場し得た事情もできると，上野氏は指摘した。

チトフの場合は，彼はペレストロイカ期の研究機関での改革派としての台頭が，政治舞台へ

の登場に有利に作用した。

 油本氏は，p36 の注(36)で，経済エリートが大きな役割を果たしていることを前提にしつ

つも，著書の主要なアクターとしてとりあえず政治エリートに注目すると議論の枠組みを設

定している。それは，「経済エリートが政治的な影響力を行使しようとする場合には行政府

や議会などを経由するケースも多いことから，政治エリートに着目することによって経済エ

リートの動向をもある程度把握できると考えられる」ということによる。その点に関して上

野氏は，州行政府，州都行政府，共産党地方委員会がアクターとして登場するが「アフトヴ

ァズ」，「ロストオボンエクスボルト」等の企業等，経営団体・経営組織の役割について，排

除してよいのかと問題を投げかけた。油本氏は，地方の動向を分析する場合に主要なアクタ

ーとして上記 3 者を設定する一方，地方エリートの競争性，リソースの動員についての言

及を著書の柱ともしており，その点から記述が具体的な問題に及んだ場合同書に対してより

高い要請が出されることになると，報告者は理解した。

 また，上野氏は，行政関係の情報，選挙結果については，新聞報道よりも法令・官報等公

文書を典拠とすべきであろうと指摘した。 

 例会のなかでは，「統一ロシア」のアクターとしての性格（独自のアクターか，それとも

各アクターが自らの意図の実現のために利用する一種の装置であるのか），2010 年以降の地

方における知事と「統一ロシア」の地方組織との関係等多岐にわたる議論や指摘がなされた。 

【11 月例会レポート 2】    

11 月 14 日土曜日  

報告１ 

題目：Legacies of the Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem 

報告者：ポール・デュクノワ（ベイルート・アメリカ大学/北海道大学スラブ・ユーラ
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シア研究センター） 

報告２ 

題目：St. Stalin?  Post-Soviet Popular Canonizations and Historical Reality 

報告者：イリーナ・パプコフ（ジョージタウン大学/日本学術振興会外国人研究員） 
 

長縄宣博（北海道大学） 
                                                 

ポール・デュクノワ氏は、文化史家の間で Stage 
Fright: Politics and the Performing Arts in Late 
Imperial Russia の著者として知られているが、現在は

帝政期のオペラの研究を続けつつ、勤務先の地の利を

活かして、帝政ロシアとアラブ世界との関係について

も旺盛に論文を発表している。ロシア政府は正教徒巡

礼者の保護を目的に 1847 年に最初のロシア宣教団を

派遣した。クリミア戦争後、巡礼者の数は急増し、宣

教団長のアントニン・カプースチンのもとで不動産が

買い漁られ、宣教団の資産となった。 

宣教団は、プロテスタントとカトリックの宣教師と

の対抗を念頭に置く外務省と巡礼者の世話に集中す

ることを指示するシノドとの管轄争いの対象となっ

た。しかし宣教団と最も競合したのは、巡礼者を運ぶ

ロシア汽船通商協会の後ろ盾を得た「半官半民」のパ

レスチナ委員会だった。この委員会は、皇族の寄付だけでなく農村の教区レベルでの募金にも支

えられ、不動産の購買力でも宣教団を凌駕した。1888 年に委員会が解散すると、宣教団はセル

ゲイ・アレクサンドロヴィチ大公を戴く帝室正教パレスチナ協会と共存した。第一次世界大戦期

に宣教団と協会の資産はオスマン当局に没収されたが、1920 年代にソ連は委任統治領に置かれ

た資産を取り戻すべくイギリスと交渉した。1948 年にソ連はイスラエルをいち早く承認したの

で、資産の回収も順調に進むかに見えたが、ソ連は結局アラブ諸国を支援することにしたので、

これも頓挫した。資産の一部を回収できたのは 1990 年代にすぎない。 

 イリーナ・パプコフ氏は、2011 年にオクスフォード大学出版会より上梓された The Orthodox 
Church and Russian Politics で知られているが、今回は、将来本にすることを構想している、ポ

スト・ソ連空間における反共産党勢力の遺産についての研究

の一端を議論できた。現在、正教会内部の「原理主義者」と

分類される少数派は、正教会を弾圧したものの 1943 年に総主

教座を復活させ、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアを回復し

たスターリンを列聖すべきだと主張している。ここには一方

で、ソ連期を生き延びた民衆的な聖者崇敬に、近年ますます

国民統合の象徴としての地位を高めている第二次大戦の勝利

という神話が接合している様を鮮明に窺い知ることができる。

しかし他方でこうした主張は、プーチン政権に擦り寄る既存

の正教会に代わる真に人民のための正教会を求める声を伴っ

ており、現政権下で進行するスターリンの再評価と歩調を合

わせるものというよりもむしろ、潜在的には反体制的な性格

を帯びている。正教会は公式には、ソ連体制の犠牲者の列聖

を進めているので、スターリンの列聖には断固反対の立場だ

が、現政権との関係上、ソ連を否定するトーンは幾分弱めな

ければならない。スターリン列聖の問題は、現在のロシア人

がソ連の過去と向き合うことの複雑さを凝縮している。 
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【新会員の紹介】 

2015年9月～11月の新入会員（1名）をお知らせします。 

氏名：大橋祐司（おおはし ゆうじ） 

所属：立正大学大学院修士課程 

専攻・テーマ：18世紀初頭におけるロシアの国家儀礼 

【新委員会の発足】 

＜新委員長 挨拶＞ 

高尾千津子 

 委員長を引き受けてしまいました。前委員長の土屋さんは世代間の引き継ぎ役が自分の使

命と語っておられましたが、任期中にロシア革命 100 周年を迎えるわけで、わたしも「橋

渡しの世代」という意識をもって務めたいと思います。 

 ところで今年はロシア史研究会創立 60 周年という記念すべき年です。ふさわしい企画を、

皆さんとともに考えていければと思っています。また、例会の活性化、研究会の名称の問題

にも引き続き取り組まなければなりません。会員の皆さんにはご意見、ご協力をお願いしま

す。 

 最後になりましたが、本年度大会は東北大学で開催されます。個人報告、パネル企画に多

数のご応募を期待しています。 

＜新委員の構成＞（紙面の都合で配置しているため、順不同）

※2018年10月13日、一般公開のために連絡先を削除しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名（委員会のなかでの担当係） 

（１）所属

（２）連絡先

（３）専門分野

（４）委員になっての抱負

（５）各担当における連絡事項

伊賀上 菜穂（名簿） 

(１)中央大学総合政策学部

(２)

（３）古儀式派の動向、シベリアの民族関係、旧満洲に

おけるロシア系移民

（４）再度委員に選出されました。いろいろと制約のあ

る生活を送っており、あまり自由には動けません

が、他の委員の方々と協力して会の活動を支えてい

きたいと思います。

（５）新井さんとともに名簿管理を担当いたします。ご住

所、所属等の変更がありましたら、私またはロシア

史研事務局までお知らせください。

巽 由樹子（編集） 

(１)東京外国語大学
（３）ロシア出版史
（４）3 年ぶりの編集担当です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

（５）新刊紹介を含め、ぜひ積極的にご投稿ください。

油本 真理（会計） 

(１)立教大学法学部

(２)
(３)現代ロシア政治

(４)会計を担当させていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。

高尾 千津子（委員長） 

(１)東京医科歯科大学教養部

(２)

(３)ロシア・ソ連のユダヤ史

mailto:igaue@fps.chuo-u.ac.jp
mailto:tatsumi@tufs.ac.jp
mailto:mari.aburamoto@gmail.com
mailto:tko@ga2.so-net.ne.jp
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ピョートル ポダルコ（例会） 

(１)青山学院大学 国際政治経済学部

(２)
(３)日露交流史（外交史・来日ロシア人・その他）

(４)例会の準備等に頑張ります。

（５）例会、そして大会にて興味深い、意味が大きいテー

マ や発表者を挙げるように、皆さんからのご協力を頂けた

らと思いますので宜しくお願いします。

金山 浩司（ニューズレター） 

(１)北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター

(２)
(３)ソ連期の科学技術史

(４)会員の皆様方に正確有益な諸情報をお届けできるよ

う、引き続き頑張ります。

（５）新刊紹介や隣接領域の研究会など、ニューズレターを

通じて広めたい情報等ございましたら、ぜひ遠慮なく

お知らせください。 

日臺 健雄（編集） 

(１)埼玉学園大学経済経営学部

(２)

(３)ソヴェト経済史，現代ロシア政治経済

(４)委員を拝命するのは 2 期目となり，引き続き雑誌担

当を務めることとなりました。雑誌の質と刊行回

数の両立を図るべく，微力ながら尽力する所存で

す。

(５)雑誌への積極的な投稿をお願いいたします。

吉村 貴之（編集） 

(１)早稲田大学イスラーム地域研究機構

(２)

(３)アルメニア近現代史、特にソヴィエト・アルメニア

と在外同胞との関係

(４)雑誌編集委員に再び戻って参りました。松里編集長

をお支えし、雑誌が円滑に発行されるよう鋭意努

力いたします。

(５)各担当における連絡事項：会員の皆様には論文を

積極的にご投稿いただくのは言うまでもなく、

ヴェテ

ランの研究者には書評や国外の新刊紹介などの面

でご協力いただけますよう、よろしくお願いしま

す。

松里 公孝（編集） 

(１)東京大学法学部

(２)
(３)ロシア帝国論

(４)幕張世界大会のペーパーを海外の雑誌や論文集に

載 せる運動を会として展開したいです。もちろん個  

人の問題ですが、皆が孤立しているとノウハウもわ  

かりません。私が職場で担当している講義は比較政  

治で、1989－1991 年以降のことを教えています。  

以前は歴史も現状も研究していましたが、2005 年  

以降は文書館で本格的に仕事をしたことがありま  せ

ん。2011 年に 2 回サンクトに出張して頑張りま   し

たが、息が続きませんでした。委員にしていただ  い

たのを機会に自分の研究生活における歴史の比  重を

高めたいと思います。

（５）雑誌担当になりました。皆さん、投稿して下さい。 

大会でも出ましたが、研究動向や書評を充実しなけ 

ればならないようです。私は、『ロシア史研究』が

最近の現代史（1990 年代など）や、現状と歴史が

不可分なトピック（クリミア史など）もカバーする

ようにすべきと思います。 

畠山 禎（編集） 

（１）北里大学・一般教育部

（２）

 

（３）帝政末期ロシアの社会史

（４）引き続き会計を担当します。どうぞよろしくお願

いいたします。

立石 洋子（ニューズレター） 

(１)日本学術振興会（首都大学東京）

(２)

(３)ソ連時代の歴史学、歴史認識

(４)引き続きニューズレターの担当になりました。よろし

くお願いいたします。

(５)研究会のお知らせや参加記など、ニューズレターに掲

載する情報がありましたらお送りください。
鶴見太郎（事務局） 

(１) 埼玉大学研究機構

(２)

(３) ロシア・ユダヤ史

(４) 初めての委員でいきなり事務局を仰せつかりました
が、会員の方々はもとより非会員の方々に対しても

ロシア史研究会の印象を悪くしないよう気をつけま  
す。

鈴木 義一（例会） 

(１)東京外国語大学国際社会学部

(２)
(３)ソ連経済史・現代ロシア社会

(４)担当の仕事を確実に遂行するように心がけたいと思い

ます。

(５)例会での報告者を募集しています。ご自身のご報告は

もちろんのこと、報告者の推薦も大歓迎です。

新井 正紀（名簿） 

(１)国立公文書館

(２)
(３)ソ連邦文化政策史

(４)新しく委員会に参加させていただきます。会の運営

のお役に立てるよう、できる限り努力いたします。

mailto:kjkanayama@gmail.com
mailto:takeo.hidai@gmail.com
mailto:t-yoshimura@aoni.waseda.jp
mailto:kim@j.u-tokyo.ac.jp
mailto:t_hatake@hotmail.com
mailto:ym_tateishi@yahoo.co.jp
mailto:shukran_afwan@hotmail.com
mailto:ysuzuki@tufs.ac.jp
mailto:masakiarai2001@yahoo.co.jp
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【2016 年のロシア史研究会大会 報告者募集のお知らせ】 

2016 年大会は 10 月 8 日・9 日の両日、仙台の東北大学川内南キャンパスを会場として開催さ

れる予定です。つきましては、会員の皆さんの自由論題、パネル報告を募集します。共通論題に

ついては委員会で先行して議論することにしています。3 月末までに共通論題とその報告者を決

定したいと考えていますので、自由論題・パネルの希望とは別に回答期日を定めさせていただき

ました。ご了解の上、積極的なご意見・ご希望・ご提案をお寄せくださいますよう、お願いいた

します。 

共通論題：提案締切 3 月 9 日（日） 

自由論題・パネル報告希望：応募締切 5 月 5 日（月） 

（自由論題「題目、概要（A4 一枚以内）」、パネル「題目、参加者・所属、概要（A4 一枚以内）」） 

＜応募先＞ 

ロシア史研究会事務局（鶴見太郎）宛E-mail: 

shukran_afwan(at)hotmail.com ※(at)を@に置き換えてください。

---------------------------- 
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