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ロシア史研究会2017年度大会案内
東京大学（駒場キャンパス）
すでにお知らせしたように、ロシア史研究会 2017 年度の大会は、10 月 14 日(土)、15
日(日)の両日に東京大学で開催されます。
大会プログラムの概要をお知らせします。個々の報告の要旨については、次号に掲載
予定です。
なお、大会に関する事務的な事項でのお問い合わせは、ロシア史研究会事務
局 （shukran_afwan(at)hotmail.com ※(at)を@に置き換えてください）宛にお送りく
ださい。

（会場となる東京大学駒場 I キャンパス
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21KOMCEE East ）

2017 年第 61 回ロシア史研究会年次大会プログラム
於：東京大学駒場Ⅰキャンパス 21KOMCEE East

10 月 14 日（土）
A 会場

10:00～10:55

11:00～11:55

自由論題報告
（211）
ヴァシリー･モロジャコフ
「ロシアから見た日本統治
時代の台湾――帝政時代と
ソ連時代の比較」
コメンテータ：中見立夫
福地スヴェトラーナ「ソヴ
ィエト連邦の日本人捕虜抑
留とアメリカ、イギリスの
対応」
コメンテータ：富田武

11:55～13:30

B 会場 パネル報告
（212）
「東アジアのロシア人」
澤田和彦「
（未定）」
ピョートル･ポダルコ「亡命者の回想録：革命
の目撃証明資料および文学の新しいジャン
ル」
イゴリ･サヴェリエフ「革命の人質――ロシア
における中国人契約労働者、1916－1918」
アレクサンドル･クラーノフ「慶應義塾大学卒
業生の作家ロマン･キムにとっての分水嶺と
してのロシア革命」
倉田有佳「ロシア革命後の日本への避難民・
亡命者の大量流入・流出と日本の受入政策」
コメンテータ：藤本和貴夫
司会：長縄光男
～12:20

13:30～16:00

昼 食
（12 時 25 分～13 時 25 分 委員会）
共通論題Ａ
（011）
「ロシア革命とディアスポラ」
諫早勇一「革命と在外ロシアの芸術家たち」
中嶋毅「在外ロシアにおける教育研究活動の展開」（仮）
田中ひかる「ロシア出身のユダヤ系移民によるアナーキズム運動」
（仮）
コメンテータ：長縄光男
司会：鶴見太郎

16:15～17:45
18:00～

総会
（011）
懇親会
（生協食堂 2F）
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10 月 15 日（日）
9:30～12:00

共通論題Ｂ
（011）
「ロシア革命と日本」

黒川伊織「日本社会運動と民族・植民地問題」（仮）
太田丈太郎「黒田乙吉と革命作家たち」（仮）
ヤロスラフ･シュラトフ「ロシア革命と対日政策：帝政期からソ連期へ」
コメンテータ：藤本和貴夫
司会：富田武
12:00～13:30
13:30～16:00

昼 食
共通論題Ｃ
（011）
「ロシア革命とはなんだったのか？

百年目に考える」

池田嘉郎「臨時政府再考」
アンドレイ・ニコラーエフ「1917 年 2 月のドゥーマ革命？」
長縄宣博「中央アジアの革命を再考する：沿ヴォルガ・タタール歩兵旅団
を手がかりに」
ロシア語使用、通訳なし
コメンテータ：未定
司会：松里公孝

【事務局からのお知らせ】
1. ＭＬ開設について
委員会では、昨年の総会での決定を受け、メールアドレスの登録のある皆様に直接メ
ールが配信されるメーリングリストを開設しました。総会でご承認いただいたように、
このＭＬは委員会からの連絡のみに使用し、会員の皆様からの告知等の連絡にはご使用
いただけません。会員が主催ないし共催する非営利の研究会やシンポジウム等の告知に
ついては、引き続き、会のウェブサイトに掲載しますので、告知をご希望の方は事務局
まで告知文と併せてご連絡ください。

2. 大会時の託児に関するお伺い
昨年度の大会において、会員より、他学会でも例が増えつつある会場内託児所の設置
に関するご提案をいただきました。そこで委員会では、先日メーリングリストで行った
アンケートの結果をもとに、会員のお子様（生後半年～小学生）を対象とした託児所を
大会時に設置することを検討しております。今後の設置恒久化には総会での承認が必須
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ですが、それに先立ち、総会で議論する際の判断材料を得るためには、今年度の大会で
試験的に運用するのが望ましいとの結論に至りました。会場内託児所と託児補助（任意
の託児所を各自利用し、その費用の一部を補助）のいずれか、もしくは併用も検討して
おります。
大会における託児室設置は、皆様から集めた貴重な会費を主な財源として補助を出す
ことを前提としております（補助の割合については現在検討中ですが、半分から 7 割程
度の補助を想定しております）
。７月末までに、事務局宛に（メールないし郵送で）
、会
員の皆様からの忌憚なきご意見をお寄せください。また、本件に関するご質問もお受け
いたします。本年度の試験的設置の可否については、それらを踏まえ、８月上旬にメー
リングリストにて、諸条件や手続き方法とともに発表する予定です。
今年度の試験的設置においては、利用状況や実際にかかる費用のほか、利用者の感想
や委員･開催校の負担の程度、波及効果についても検証する予定です。それを踏まえ、
総会では皆様に今後のあり方について検討していただけましたら幸いです。

【名簿担当より】
2016-2017年度の当会名簿発行に際し、編集上の誤りにより阿曽正浩氏のお名前とデ
ータが掲載されませんでした。
阿曽正浩氏および会員の皆様にはお詫び申し上げます。阿曽氏の登録内容は、前年度
の名簿をご参照ください。

【3 月例会報告】
日臺健雄
3 月 18 日，東海大学高輪キャンパスにおいて 3 月例会がソビエト史研究会，北海道
大学スラブ・ユーラシア研究センターとの共催で参加者 14 名にて開催され，Stephen G.
Wheatcroft 氏（メルボルン大学教授）による「Statistical data for Siberia and the
Russian Far East from the Revolution to the 1950s」と題する報告と，報告を受けて
の活発な質疑応答
がなされました。以
下，報告の要旨と質
疑応答の概要を示
します（なお，以下
の報告要旨は当日
の報告スライドな
どをもとに筆者が
まとめたものであ
り，報告者が執筆し
た文章の翻訳では
ありません）。
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（写真は 3 月例会の模様）

＜報告要旨＞
革命期から 1950 年代にかけてのシベリア・極東の経済史ならびに社会史研究に欠か
すことのできない統計データについて検討を加えると，以下の問題点が浮かびあがった。
すなわち，(a) 統計データの信頼性が不確実である，(b) 地域別の有意義な時系列デー
タが欠如している，(c) 強制収容所（ГУЛАГ）の人口を算定する際に不確実性が存在し
ている，以上の 3 点である。本報告では，上記の問題点について以下の構成にて考察を
加える。(1) 問題の所在 (a) データの信頼性，(b) 地域区分の変化，(c) 強制収容所人
口算定の不確実性，(2) 問題を克服する手法，(3) 問題克服の試み：若干の成果。
(1) 問題の所在 (a) データの信頼性：統計専門家に対する抑圧，センサスにおける過大
な数値，「生物学的収穫」にみられる生産量の過大評価，などによって統計データが歪
められたと一般に認識されている。(b) 地域区分の変化：1917 年から 1941 年にかけて，
たとえば 17 年 74 県→34 年 41 州→41 年 107 州・地方という形で頻繁に地域区分が変
更された。(c) 強制収容所人口算定の不確実性：強制収容所や Спецконтингент（特別
層）に関して印刷物における言及が検閲によって禁止され，また 1939 年センサスを含
む統計文書は特別居住者の規模と地理的分布を隠蔽するよう修正されている。
(2) 問題を克服する手法を以下 3 つに分けて検討する。
(a) データの信頼性：数値とその背後にある関係者について検討し，いかなる圧力が
統計専門家にかけられたのか，データが事後にどのように扱われたのかといった点を念
頭に，全てのデータを評価した上で，それらデータの歴史およびロジックを考察するこ
とが必要である。ソヴェト政権初期の統計システム（ЦСУ）はかなり優れており，セ
ンサス，人口，穀物に関するデータは，問題点を認識した上でなら活用できる。1939
年センサスにおいて Спецконтингент の規模と地理的分布を隠蔽するよう修正されて
いる点については，他国でも軍事関連の数値を安全保障上の理由によって隠匿すること
は一般にみられるため，1939 年センサス自体を捏造されたものとはいえない。
(b) 地域区分の変化：地区レベルのデータを詳細に検討することによって，地域区分
の変化という問題を克服することが可能である。その際，コンピュータによるマッピン
グ技術（GIS）を活用する必要がある。報告者はウクライナを対象に地区レベルのデー
タについて GIS を用いて時系列で整理した。なお穀物をめぐる諸問題は主に地域間の
物資の移動をめぐる問題でもある。穀物の生産関連のデータと比べて穀物の輸送データ
は信頼度が高く，アルヒーフで概ね入手可能であることから，輸送データを活用するこ
とで穀物不足の地域と穀物余剰の地域をめぐる分析に資することになる。
(c) 強制収容所の人口算定の不確実性：強制収容所についてのデータはアルヒーフで
入手可能になった。
1939 年センサスでは Спецконтингент に関するデータは分離され，
州や地区のデータへの再分配を除去している。1935 年を境に前後で若干のデータの不
連続がみられる。衛生担当部局による 1935 年以降のデータにより月次の地域別死亡率
を得ることができる。
(3) 問題克服の試みでの若干の成果：食料の分配に関し，地域の輸送データについて
若干の研究成果を紹介するとともに，地域別・月次の人口動向や強制収容所の人口動向
についても研究成果を示す。
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結論として，データに関する信頼性には問題点も多く含まれているが，克服すること
は可能である。大量の統計資料の分析に必要とされる作業は膨大であるが，この
extraordinary なソ連という国家における extraordinary なデータに取り組むにあたり，
日本の研究者との共同作業の機会があれば歓迎したい。

＜質疑応答の概要＞
（クルジジャノフスキーへの評価について）
新たな技術を経済計画に取り入れようとしていた。ネップ導入期の 1921 年 3 月に起
きた右派対左派の路線闘争において，ゴスプランをネップに適応させようと努力してい
た。
（ポポフへの評価について）
レーニンとの関係は当初良好であったが，のちにレーニンはポポフについて過度にア
カデミックだと批判を加えてもいる。スターリンとの関係では，ポポフに対する批判が
おこなわれもしたが，関係は流動的であった。ポポフは統計部局の創設が経済の計画化
に必須であると 1918 年に主張している。1932 年のミナーエフによる経済バランスの
作成はポポフの構想を焼き直したものだともいえる。ポポフは国民経済計算のパイオニ
アであり，ノーベル賞受賞に匹敵する栄誉がもたらされるべきだと考える。なお，ポポ
フについては S. G. Wheatcroft, R. W. Davies, Materials for a Balance of the Soviet
National Economy 1928–1930, Cambridge University Press, 2005 も参照してほしい。
（1930 年代の地域区分の再編について）
おおまかな傾向をみると，20 年代は集約する方向で再編されたが，30 年代は分割さ
れる傾向にあった。その際，統計数値の一貫性は追求されず，民族的な要素が優先され
た。ちなみに，ウクライナでは同じ年に再編が複数回実施されるなど，混乱を招く状況
にあった。

【5 月例会報告要旨】
報告者: Prof. Viktoria Romanova 氏 (I.M. Sechenov First Moscow State
Medical University)
題目: "The Khabarovsk Trials of 1949 and the Cold War's Diplomacy”
Unlike the Tokyo Trials, the Military Tribunal in Khabarovsk (Russian Far
East) over the Kwantung Army officers, including the Japan’s bateriological and
chemical warfare unit, also known as Unit 731, were almost out of researcher’s
interest mostly because the primary sources were closed during the Soviet period.
The speaker uses recently declassified Russian archival documents, exposing the
complicated character of Moscow’s stance in the context of its affairs with
Washington in making a new global order.
At the beginning of the Tokyo Trials the USSR considered sending a group of
the POW from Soviet camps to Japan as witnesses, but after receiving in January
1947 detailed information about the bacteriological programs of Unit 731 and
deterioration of relations with Washington, Moscow decided to organize a
separated trial in Khabarovsk at the end of 1949. The incipient Colod War and a
rising tension between the Soviet Union and United States had a strong impact on
the trials. The US insisted on extradition of a few Japanese generals to Tokyo; the
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Soviet side agreed to exchange them with Ishii Shiro, but Washington put the key
figure of Kwantung Army’s bacteriological program under its protection. In 1950,
after the Khabarovsk Trials, the USSR appealed to the US and made a few
attempts to organize
another (3rd) trial over
Emperor Hirohito, Ishii,
Umezu Yoshijiro and
other significant figures,
but this was doomed to
fail – the Korean War
was about to get started
and
the
US-USSR
confrontation
already
became the key factor,
building
a
new
geopolitical structure in
East Asia and global
arena.
（写真は 5 月例会の模様）

【新入会員の紹介】
2017 年 4 月～6 月の新入会員(2 名)をお知らせします。
勝又 勇登（2017年5月10日入会）
所属：東京大学大学院人文社会系研究科・欧米系文化研究専攻・西洋史学専門分野 修
士課程
専攻・テーマ：フィンランド大公国を通して見たロシア帝国論研究
畔栁 千明（2017年6月15日入会）
所属：東京大学大学院総合文化研究科・地域文化研究専攻・博士課程
専攻・テーマ：露清関係史（特に、19世紀ロシアの在北京宗教使節団について）

---------------------------ロシア史研ニューズレター
第106号 2017年6月22日発行
編集・発行 ロシア史研究会委員会
（井上岳彦 立石洋子）
〒153-8902
東京都目黒区駒場3‐8‐1
東京大学大学院総合文化研究科
地域文化研究専攻 鶴見研究室気付
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