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2018 年度大会、
首都大学東京で大盛況

（2018 年度大会 1 日目共通論題 A 「ロシア・ソ連の記憶と政治」の模様）

ニューズレター紙版今号をもって
試験的に廃止・完全電子化、
ご意見募集
（詳細は 12 ページをご参照ください）
【2018 年度総会について】
事務局より
本年度大会は 10 月 13-14 日に首都大学東京で開催され、無事閉幕しました。2018
年 10 月 13 日現在の会員数は 257 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、総会開会時の出席者は 52 名、この他に 48 通
の委任状がありましたので、定足数を満たしました。
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冒頭で西山克典会員を議長に選出した後に、会員数報告が地田徹朗委員よりなされま
した。会計報告は油本真理委員が行い、会計監事の塩川伸明会員による監査報告と合わ
せて承認されました。その後、2018/19 年度の予算案が承認されました。続いて、委員
会から報告ならびに提案がなされました。議事録は以下の通りです。
●報告事項
以下について事務局鶴見より報告がなされた。ただし、2-1.NL については、審議すべき
内容を含むため、総会資料では報告事項に含まれたが、次の審議事項の項目で議事録を
記す。
1. 今年度の委員会での主な議題・決定事項
1-1. 委員会体制の変更
新旧委員交代ならびに、地方（首都圏外）委員増加（4 名）に伴い、以下のように委員
の分担を再編。
＜会計・名簿関連＞
会計（会員管理）： 会費管理とそれと密に関わる名簿の管理を行う。
会計（予算）
：収支管理･予算案の作成と、他の委員による立て替えの管理など、委員と
のやりとりを担当する。ただし、立て替え払いや交通費支給のための現金の出し入れ･
受け渡しは主に委員長が行う。
名簿（新制）：名簿を使って行う業務全般を行う。
＜大会関連＞
大会企画を主に担当する企画委員（1 名）を復活。雑誌との連携を重視して編集委員か
らも２名を兼任化。
1-2. 土屋研究室に保管されている会誌バックナンバー*の扱いについて
*保存版２部と、欠号が散見される残部８部前後ずつの残部、および 95-97 号の在庫が
保管。
２年経過後の号が創刊号よりウェブですべて一般公開されることになったことに伴い、
在庫を抱える必然性が低下。会の財産として保存版２部ずつは残していきながら、残部
については廃棄。個人情報は含まれておらず、転売の可能性も低いことから、廃品回収
等の一般的な廃棄方法で。保存版については、近々貸し倉庫を借り、そこに移管。
1-3. 会誌印刷会社の変更
納期とサービス内容に関し、本会のニーズとのズレが生じ始めていたことから、ロシア
語対応の学術印刷に慣れた複数の業者を比較し、従来より数割安い料金でよりよいサー
ビスが得られる英明企画印刷に変更。J-Stage への登載も代行。
1-4. 共通論題・例会について
共通論題についてはプログラムの通り。当初より企画委員提案の２本の企画が順調に整
っていった。例会については、岩波からの『ロシア革命とソ連の世紀』シリーズについ
ての企画を例会委員を中心に展開。
2. 会運営の主な変更点
2-1. NL の電子化・全体公開化（会員限定情報の非掲載化） ※審議事項参照
2-2. 本年度より導入された大会出欠・委任状のウェブフォーム化について報告がなさ
れた。
出張中でも返信がしやすいことからウェブフォームに賛同する意見、欠席や出席の割合
に関して、ハガキと差は出ないかという質問が出された。
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2-3.
会員からの研究会*通知を事務局で代理投稿するという ML の使途拡大について、
すでに ML で告知がなされたことに関して改めて告知がなされた。
*会員が参加し、非営利のもので、学術的な内容に限る。
●審議事項
以下に関して、事務局鶴見から提案があり、審議ないし意見募集がなされた。
1. 名簿の発行頻度について
他学会の例も参考に、現在毎年となっている名簿の発行頻度を２年に１回とするこ
とを委員会で承認。新入会員については、氏名と所属、研究テーマについては NL で
紹介されるため、毎年でなくても大きな支障はないと判断される。以上が事務局か
ら説明されたのち、詳細について浜委員より補足がなされた。頻度をさらに減らす
ことについて質問がなされたが、所属の変更などが比較的頻繁にあることから、こ
れ以上は間隔を開けないほうがよいという説明が事務局からなされた。以上を踏ま
え、従来であれば来年春までに出される名簿は発行せず、その次の年に発行し、以
降２年間隔で発行されることが承認された。
関連して、ML に登録されているメールが有効でないものが含まれていたり、重複
していたりすることについての問題が提起された。事務局からは、この点について、
ML などで確認していくことが回答された。
2. 共通論題提案ボックスについて
事務局より、共通論題で論じたいテーマについて、登壇者のうち、ロシア史研会員
が討論者含め半数以上になるようなテーマを募集すべく、配布されたアンケート用
紙（A5 サイズ）に記入が促された。
3. 新ウェブサイトについて
事務局より、現在使用しているサービスが来年６月に終了することに伴い、サービ
スを変更するに際してデザインが一新される本会ウェブサイトに関して、デザイン
や機能などについて、意見の募集がなされた。デザイン面では特に意見はなかった
が、新サイトでは、ロシア史研がどのような会であるかについての説明文を入れる
べきであること、ならびに、ブログのように最新情報順に並んでしまうことの是非
について意見が出された。これに対して、委員会でまずロシア史研の説明文につい
て検討し、来年の総会で諮ること、情報の整理については検討を加えることについ
て回答がなされた。
4. NL の次号からの完全電子化について
前年度では 2-3 年の移行期間を置いてから完全に電子化することに関して承認がな
されたが、紙と電子を並行することで事務作業にやや混乱が生じたこと、印刷・郵
送をやめることで年間 40 万円程度節約できることから、次号を最後に、10 名程度
のメールを持たない会員を除いて試験的に印刷版を廃止することが提案された。次
号では、その旨目に留まるように記載することとすることが付言された。会場から
は、メールはあるものの、あまり使用頻度が高くない会員についてはどうするかと
いう問題が提起された。事務局からは、次号において、その点を把握するためのア
ンケートを行い、その結果によって紙媒体の廃止を最終的に決めるとの回答がなさ
れた。
5. その他
富田武会員より、観光ビザでロシア（ハバロフスク）の文書館を最近利用した際に、
観光以外の活動をしていることを移民局から咎められ、文書館の利用を滞在期間内
で一切禁止され、罰金 2000 ルーブルを支払わされたという情報提供がなされた。
関連して、木村崇会員から、過去の１年にロシアに滞在経験があれば、ロシアの学
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術機関を通して、５年間のマルチビザが取得できるようになったという情報も提供
された。

2017/18 年度ロシア史研究会会計報告（2017.9.1～2018.8.31）
2017/18 年度収支
摘要
前年度繰越金

収
入
金額
9,758,408

一般会員会費

1,297,000

雑誌会員会費
雑誌売上
広告収入
利子
当年度の収入総計
収入総計
摘要
ニューズレター
雑誌
名簿
例会
会計
事務局
地方委員旅費
各種会費

の

部
備考

2017/18 年度分一般会員請求
額
納入額
納入率

1,377,000
1,182,000
85.8%

会員の構成
Ａ会員
（¥8,000）
うち家族割引（¥4,000）
委員割引（¥3,000）
休会

109 名
0名
7名
1名

Ｂ会員
（¥4,000）
うち家族割引（¥2,000）
委員割引（¥0）
休会

148 名
4名
5名
4名

115,000
追納分
100 号 24 件、101 号 19 件（単価 1500 円）追
73,500
納等含む
73,500 書店等への販売分
120,000
4,797
1,568,797
11,327,205
支
出
の
部
金額
備考
423,018 NLNo.107～No. 110 の印刷及び発送
1,475,335 第 100 号、第 101 号の編集・印刷・発送
95,918
21,184
36,805
34,604
79,558
45,512 JCREES 会費及び日本歴史協会会費 3 年分
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2017 年度大会関連費

324,145 収入
非会員参加費（500 円×14
人）
懇親会費
祝い金（日ソ・ナウカ）
支出
ガイダ氏招聘費用
会場代（東京大学）
委員・アルバイト昼食代
非会員報告者謝金
非会員報告者交通費補助
懇親会費用
アルバイト代
看板代・通信費
託児代金（学会負担分）

支出総計
通帳等残高
ゆうちょ銀行定額貯金
ゆうちょ銀行普通預金
ゆうちょ銀行振替口座
みずほ銀行普通預金
現金
事務局切手
総計

7,000
324,000
20,000
675,145
179,164
56,132
17,300
20,000
78,744
244,000
37,500
4,360
37,945
-324,145

合計
当年度の支出総計
次年度繰越金

351,000

2,536,079
8,791,126
11,327,205
2017 年 9 月 1 日
4,029,343
496,802
4,667,264
486,085
70,981
7,933

2018 年 8 月 31 日
4,034,127
1,731,294
2,218,606
691,066
109,872
6,161

9,758,408

8,791,126

内訳・備考

2017/18 年度の収支：
967,282 円の赤字

会計監査委員の藤本和貴夫会員、塩川伸明会員により、ロシア史研究会の 2017/2018 年度の
会計報告が監査され、帳簿記載は正確で、領収書などとも合致しており、総じて予算が適切に
執行されていることが確認されました。なお会費納入率（一般会員）は 85.8％に低下してお
り、改善努力が望まれる点について、指摘を受けました。会計監査報告の原本は事務局に保管
されています。
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2018/19 年度予算案（2018.9.1～2019.8.31）
2018/19 年度予算
収
摘要
前年度繰越金
一般会員会費

金額
8,791,126
1,344,000

の

部
備考

*以下の会員構成で計算
Ａ会員
（¥8,000）
うち家族割引（¥4,000）
委員割引（¥3,000）
休会

110 名
0名
8名
2名

Ｂ会員
（¥4,000）
うち家族割引（¥2,000）
委員割引（¥0）
休会

140 名
4名
4名
4名

73,500
73,500
120,000
4,500

雑誌会員会費
雑誌売上
広告収入
利子等
2018/19 年度の収入総
計

1,615,500

収入総計

10,406,626
支

摘要
ニューズレター
雑誌
名簿
例会
会計
事務局
地方委員旅費

入

出

の

部

大会関連費
当年度の支出総計
次年度繰越金

金額
備考
423,000
1,100,000 2 号分
30,000
21,000
36,000
150,000 ロシア史研ウェブサイト初期費用（88,000 円）を含む
80,000
JCREES 会費（歴史学協会会費 3 年分は 2017 年に支払
30,000
い済）
50,000
1,920,000
8,486,626

支出総計

10,406,626

各種会費

【2018 年度ロシア史研究会大会参加レポート】
市川浩氏（科学史・技術史）
、小森宏美氏（エストニア史）
、矢口啓朗氏（ロシア帝国
史・19 世紀ヨーロッパ国際政治史）の 3 名の方に、大会を論評していただきました。
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●第 62 回ロシア史研究会年次大会印象記
市川 浩（広島大学）
ロシア史研究会 2018 年度（第 62 回）年次大会は、2018 年 10 月 13,14 両日、首都大
学・東京の南大沢キャンパスを会場に開催された。今回、ニューズレター担当から依頼
を受けて、この印象記を執筆したが、わたし自身、日本の歴史学の主流となっている政
治史とはいささか距離のある分野に属しているため、理解が浅い、ないしズレているこ
とも大いにありうる。読者諸氏のご寛恕を乞う。
大会第１日目、13 日(土)の午前は自由論題報告に当てられていた。同時間帯にふたつ
の発表があったが、わたしは Peter Waldron 氏(University of East Anglia)による発表、
“Cultural Diplomacy and the Cold War: The UK-USSR Cultural Agreement”を聞いた。発表は、
冷戦酣の時期ですら、とぎれることなく、戦後 2 年毎に更新・継続されてきたイギリス
＝ソ連間の文化協定の長期にわたる動態を追跡しつつ、その活発な文化交流の背後にあ
った、英ソ両国政府の冷戦期であればこその政治的思惑、文化の“感化力”に期待した戦
略を明らかにするものであった。質疑応答では、帝政期以来の“イギリス=マニア”の伝
統、第 2 次世界大戦では同盟国であったこと、広報誌 Anglia などの影響から、イギリ
ス、およびその文化に親近感を感じていたロシア側の国情が明らかにされた。
第 1 日目午後は「ロシア・ソ連の記憶と政治」と題する共通論題セッションで、コメ
ンテーターの伊東孝之氏の言を借りれば、ポーランドのクチンスキー現政権などが国民
の歴史観への働きかけ、ないし煽動によって政権の政治目標を達成しようとしているこ
となどに代表される、昨今の“メモリー・ポリティクス”ばやりのなかで、このようなセ
ッションが催されたことに深い意義を感じる。最初に登壇した高橋沙奈美氏は、ニコラ
イ 2 世の正教における列聖が、在外（亡命者)教会の執念ともいうべき運動の成果であ
り、その背後にはニコライ 2 世に“敗者の美学”を感じ、アレクセイ皇太子らに憐憫の情
を催した亡命者が心をひとつにして列聖を願った事情があったことを明らかにした。発
表後、ニコライの大津事件における“受難”との関連や、列聖運動を進めた人物たちの背
景（本当に“民衆”であったのか）など、活発に質疑応答が展開された。つづく、立石洋
子氏の発表は、“大祖国戦争”の同時代史的記憶が民衆レベルで保存・継承されるにあた
って果たした作家、従軍記者、映像作家らのなみなみならぬ努力の重要な意義を指摘し、
それが、“大祖国戦争”勝利の民衆的記憶を抑制（一時、戦勝記念日は祝日ですらなくな
った）して戦勝をスターリンと党の指導の成果とする公式見解を乗り越え、今日にまで
引き継がれてゆくさまを、感動的ですらある事例を交えながら跡づけた。このセッショ
ンの最後の発表者、ティムール・ダダバエフ氏は、流暢な日本語で、旧ソ連に加盟して
いた中央アジア諸国でのオーラル・ヒストリーの手法による研究成果にもとづき、中央
アジア諸国民の“ソ連時代”の記憶と評価を明らかにした。それによると、いずれの場合
も自国が“ソ連時代”には植民地であったとする認識は薄く、歴史的存在となった“ソ連
時代”への評価はじつに多様である、とのことであった。最後に、コメンテーターの伊
東氏によって、記憶の形成・保存の重要な政治的意義が浮き彫りにされ、このセッショ
ン全体のまとめとなった。
翌日、第 2 日目の午前は、今年その発端から 100 年を経過したシベリア出兵に、新史
料により新しい光を当てようとするパネルＡと家族・教育・ジェンダーを俎上に上げる
パネルＢの両セッションが並行して開催された．筆者はこのうち、パネルＡの「新史料
から見直すシベリア出兵」セッションに出席した。まず、長與進氏が、シベリア出兵の
契機（口実）となったチェコスロヴァキア軍団の、日本のシベリア出兵にたいする認識
が、当初の“援軍”としての手放しの礼賛から、「混乱して細分化された国」から利益を
えようとする帝国主義的な行動への懐疑に変化していったさまを、軍団の機関紙ながら
独立した編集がおこなわれていた『チェコスロヴァキア日刊新聞』の記事から、じつに
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丹念に跡づけた。つづいて、エドゥアルド・バールィシェフ氏が、白系諸政権への日本
からの武器供与の実態について発表した。シベリア出兵のシナリオは、参謀本部、外務
省のロシア通らの合作によるものであるが、武器供与は軍の御用組織で、大倉組を中心
とする企業集団、「太平組合」が請け負ったこと、供与された武器の 55%がチェコスロ
ヴァキア軍団に、45%がロシア白系諸政権に渡ったことが明らかにされた。兎内勇津流
氏は、白系軍人で、一時日本に亡命したヴァシーリー・ボルディレフの 1920 年 1 月の
帰国後の行動を追い、白軍、赤軍両方に顔が利く貴重な人材として、沿海州とその周辺
で独特の存在感を放ったこと、赤軍による 1922 年の逮捕後、1926 年に釈放されたあと
も技術者として活躍したことを明らかにした。このことにより、氏はシベリア出兵時の
極東の政治勢力を単純な二分法で把握することの非を論証したように筆者には思えた。
また、この発表については、コメンテーターの中嶋毅氏からボルディレフの技術者とし
てのもうひとつの属性がそのキャリアーをユニークなものにした、との補足があった。
つづく、原暉之氏は、日本陸軍の諜報活動に協力した「佐藤熊雄」の現地レポート（1919
年には「黒龍州イワーノフカ・タムホーフカ村紀行」を著す）から、日本軍の残虐行為
を憂い、シベリア出兵の失敗を予見した人物がいたことをクローズアップした。このよ
うに、このセッションの 4 報告は、いずれも発表者各人の詳細・緻密な研究によって明
らかにされた新しい知見に満ちたものであり、質疑応答も活発であった。
第 2 日目午後は、明治改元から 150 周年となるのを記念した共通論題Ｂのセッション
で、幕末維新期における対露外交関係、同じ 1860 年代の明治維新とロシア大改革との
比較など、興味深いテーマが取り上げられることになっていたが、残念ながら私用のた
め、この日の午前で会場を後にした。
その他、印象深かったのは、総会の議事終了後、富田武氏から、ハバロフスクの文書
館で資料調査中、警官から旅行目的違反（観光ヴィザで観光以外のことをしていたとし
て）で摘発され、罰金・文書館への立入禁止を科せられたという自身の経験にもとづく
警告があったことである。木村崇氏から、対策として 5 年有効の「マルチヴィザ」取得
が推奨された。
今回の年次大会はじつに充実した発表、よく練られたコンセプトによるセッションに
恵まれ、たいへん有意義であったと思う。来年度、さらなる発展を望みたい。

大会 2 日目パネル A「新史料から見直すシベリア出兵」

●大会参加記
小森宏美（早稲田大学）
本年度の大会は、諸事情により 1 日目（13 日）の午後しか参加できなかった。そのた
め、せっかく大会参加記の執筆依頼を受けたにもかかわらず、十分にその役目を果たせ
ないことを冒頭でお詫びしたい。とはいえ、依頼の意図は、筆者にもごく間接的にだが
関わりのあるとも言える共通論題Ａ「ロシア・ソ連の記憶と政治」を中心的に取り上げ
させることにあっただろうと勝手に理解して、大会の一部についてではあるが、感想を
記したい。
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「ロシア・ソ連の記憶と政治」の３報告は、研究手法と問題関心のあり方からいずれ
も興味深いものであった。高橋報告では、実証的歴史研究の成果を否定する集合的記憶
の表象が扱われた。それは在外ロシア正教会を中心に形成された「歴史的空想」でもあ
るという。ここで争われるのはニコライ２世像をめぐる語りの正当性である。ロシア革
命に対するある種の評価とあるべき国家像をめぐる争いは、表象とコメモレーションを
めぐる記憶の政治と読み直すことも可能だろう。質疑応答の中で高橋（以下、敬称略）
は、ロシアにおいて記憶を論じることと、ロシアと東欧の間の論争とは位相が異なると
指摘したが、一方が国内の競合で他方が国家間の争いであるという以上の相違について
より詳しく聴きたいと思った。
論題にある「記憶と政治」というよりは「記憶の政治」に近いように思える高橋報告
に対し、ダダバエフ報告と立石報告は、「記憶と政治」として論じうる課題に、それぞ
れ異なる方法で取り組んだものであった。立石報告は、1930 年代から現在までという
比較的長い期間を分析対象とすることで、市民の側の自発的な、すなわち、政治的に利
用されたものではない（と捉えられる）記憶蓄積の試みに見られる連続性を提示した。
そこには公式イデオロギーや公的見解への疑問や抵抗も看取できるという。一方ダダバ
エフは、生活の中での体験とそこで感じたものから形づけられる歴史観は、政治イデオ
ロギーやそれを反映した公的な歴史解釈と史料を補完するものとして有用であるとい
う立場から、インタビューの活用を試みた。そうして集められた記憶も、現在を反映し、
再解釈、再発見、再創造から成り立っているという指摘は、時間をかけた実際のインタ
ビューとその分析に基づくだけに説得力があった。
ロシア史研の大会としては当然のことながら質疑応答は極めて活発で、率直な発言も
多数あった。発言にあったように、記憶（とくに集合的記憶）を歴史学で扱う際に、一
義的にそれを定義することは難しいが、方法論に意識的であれば、研究領野の広がりに
貢献できることが３報告とその後の議論を通じて示されたように思う。その意味で残念
なことは、討論者の伊東が提示した、政権・社会・歴史家の間の歴史事象をめぐる相互
作用および往還とその中で結ばれる複数の歴史像というスキームについて、十分に議論
をする時間がとれなかったことであろう。歴史学的作法によって紡ぎだされる「歴史」
と「記憶」が峻別されるべきであることは言を俟たない。私見ではあるが、「ポスト・
トゥルース」や「記憶の政治」の状況下で、そうした「歴史」のあり方が問われている
ようにも思う。

大会 2 日目パネル B 「近現代ロシアにおける家族・教育とジェンダー」

●ロシア史研究会第 62 回大会参加記
矢口啓朗（東北大学）
10 月 13 日と 14 日に、ロシア史研究会第 62 回大会が首都大学東京で開催され、本年
度は、2 つの共通論題報告、2 つのパネル報告、2 つの自由論題報告が行われた。筆者も
9

多くの報告を拝聴してきた。
まず 13 日のプログラムの中では、李優大氏の報告が特に印象に残った。李氏の報告
は、軍事衝突中の国家間交渉という視座から、ロバート・パトナムの「2 レベル・ゲー
ム」理論の修正を試みつつ、ギーラーン共和国を巡るソヴィエト・ロシア、イギリス、
ペルシアの国際関係の分析を試みる重厚なものであった。主にソヴィエト・ロシア側史
料の緻密な分析に基づいて、ギーラーン共和国へのソヴィエト・ロシアの関与と、それ
へのペルシアやイギリスの対応を明らかにすることを試みていた。コメンテーターの吉
村貴之氏やフロアからは、ソヴィエト・ロシア政権によるアゼルバイジャンなど南カフ
カースの平定とギーラーン共和国への関与との関係、イギリス政府内のペルシア北部地
域に対する関心の優先順位などの論点が提示された。李氏の研究は、歴史学と国際政治
学の架橋を試みる研究として、ウィーン体制におけるロシア外交の理論構築を研究目標
とする筆者も大変興味深く拝聴した。そして、今回の報告とコメントを踏まえて、ペル
シアをめぐる国際関係史研究で、李氏が今後どのような結論を提示するのか、非常に待
ち遠しく感じた。
続いて翌 14 日には、パネル B「近現代ロシアにおける家族・教育とジェンダー」の
報告を拝聴した。まず畠山禎氏が、帝政期における家庭重視主義の定着プロセスと、大
改革後の社会変革やヨーロッパからの影響によって、家父長制・家庭重視主義に組み込
まれたジェンダー規範が変容する過程について論じた。続いて河本和子氏が、革命後の
ソ連におけるジェンダー秩序の変化について、裁判における家族法や相続法の運用とい
う視点から論じた。そして、男女間の形式的・実質的平等を目指していたソ連初期から
時代が下るにつれて、次第に男女の性差を前提にした政策が形成されるようになったと
指摘した。さらに五十嵐徳子氏が、統計やアンケートに基づく手法により、現代ロシア
における女性のジェンダー観について論じ、女性が就労しつつ、家庭内で家事・育児・
介護を担っていることに大きな不満を抱いていないことを指摘した。最後にコメンテー
ターの瀬地山角氏が、比較社会学の立場から、ロシアと東アジアのジェンダー認識の違
いについてコメントした。時代ごとのロシアのジェンダー認識の比較だけでなく、ロシ
アと他の地域との比較の視点など、明快に設定されたテーマの下で、フロアからの質問
も交えて、時間を超過するほどの活発な議論がなされた。ジェンダー論に不勉強な筆者
にとっても、歴史学と社会学の分野横断的な議論は大変興味深く、会場の熱気に引き込
まれた。
14 日の午後には、共通論題 B「明治維新とロシア」を拝聴した。本年が明治維新 150
周年であったことから、参加者も多く、テーマに対する関心の高さが伺えた。最初に山
添博史氏が、ロシア人外交官ニコライ・イグナチエフに焦点を当てて、1858-1863 年の
帝政ロシアによる東アジア外交について報告した。報告では、東シベリア総督ムラヴィ
ヨフによる清朝とロシアの国境画定のための交渉において、イグナチエフが英仏と清朝
の間で果たした仲介的な役割や、北京条約の締結における彼の功績が語られた。そして、
ムラヴィヨフ退任後の東アジア外交におけるロシアの一貫性のなさと同時に、サハリン
島の帰属を巡るロシアとの交渉の経験が、近代日本外交の基礎になったことが指摘され
た。次いで麓慎一氏が、ロシア軍がサハリン島南部に進駐した 1865 年以降における、
ロシアのサハリン島政策と日本の対応について報告した。報告では、交渉当事国である
ロシアと日本だけでなく、イギリス外務省の史料も用いることで、極東における英露関
係の文脈を踏まえ、日本の対サハリン政策・対露政策がどのようにイギリスとの関係に
規定されたのかが論じられた。最後に竹中浩氏が、日本の明治維新とロシアの大改革に
ついて、両国の統治制度の近代化比較という論点から、法的・行政的インフラの整備と
身分制度の変化、日本の地方自治制度の確立とロシアのゼムストヴォの制度的変化の比
較を軸に報告した。そして、日露のような非西欧諸国の 19 世紀後半の改革を比較・分
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析することで、西欧的制度を相対化しつつ、現代の中国を理解するための示唆が得られ
るという指摘がなされた。以上の 3 人の報告に対して、左近幸村氏が、ロシアの極東外
交における交渉者個人の裁量権の強さ、幕末維新期の日本にロシアが与えた影響、クリ
ミア戦争後の露英関係が当時の極東の国際関係にもたらした影響、江戸幕府から明治政
府への外交の継続性、ゼムストヴォがロシア帝国における身分制維持のためのシステム
なのか、近代化初期の試みなのか、といった論点提示を行った。どの報告も大変興味深
く、筆者としては、ドイツやイギリスといった西欧諸国が日露関係や両国の制度設計に
及ぼした影響を検証する上で、分析対象である日露以外の国の公文書館史料も活用する
マルチ・アーカイブ研究の手法が特に有効であることを実感した。
今回の研究大会では、政治・外交・社会・ジェンダーなど、ロシア史研究における多
種多様なテーマと、各研究の最先端に触れることができた。そして、歴史学と他分野と
の横断的な手法やマルチ・アーカイブ研究が、ロシア史研究に新しい視座や論点を与え
ていることを実感でき、大きな刺激を得た。

大会 1 日目自由論題報告（Peter Waldron 氏＝写真中央）

大会 1 日目自由論題報告（李優大氏＝写真左）

大会 2 日目共通論題 B「明治維新とロシア」
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【ニューズレター紙版の試験的廃止について】
昨年度の総会におきまして、本ニューズレターを、数年の移行期間を経て完全に電子
化することが承認されましたが、本年度の総会において、委員会から、試験的に今年を
最後に紙版の発行を廃止し電子版（PDF を本会サイトに掲示・ML で発行通知）のみと
する提案がなされ、承認されました。ただし、E-mail を持たない会員 10 名程度につい
ては、プリントアウトした紙版を今後も送付することが付言されました。
前倒しする理由としては、電子版と両方発行することによる事務作業の煩雑化を避け
ることが主なものとしてあります。もっとも、総会においては、E-mail は持っていても、
めったに開かない会員がいる可能性など、若干の懸念が表明されました。委員会として
は、完全電子化によりアクセスが困難になる会員がどのぐらいいらっしゃるのかを把握
したうえで、正式に廃止するか、次号から復活させ、しばらく継続するかの判断を行う
との回答を総会の場で行いました。それに従いまして、本号を一応の紙版最終号とした
うえで、ご意見を募集いたします。お手数をおかけいたしますが、2 月末をめどに、事
務局宛てに、E-mail もしくはハガキ等でご意見をお送りください（書式任意ですが，本
紙末尾の書式をご利用いただいても結構です）。事務局連絡先は本 NL 最終頁に記載さ
れています。特に、紙版の（当面の）継続をご希望される方のご意見をお待ちしており
ます。その際、継続を望まれる具体的なご事情をお伝えいただきますと大変参考になり
ます。委員会で審議する際に大変貴重な情報となります。
なお、紙媒体を廃止するメリットとしては、印刷･郵送コスト 40 万円（年額）の削減が
挙げられます。そのほか、電子版（すでに昨年より開始しております）のメリットは以
下の通りです。
①会員の側で整理や検索が容易になります（本会ウェブサイトにバックナンバーを公開
します）
。特に、バックナンバーをすぐに探し出すことができます。
②色（主にカラー写真）を使った紙面（ウェブ面）にすることができます。
③字の大きさが自由に変えられます。ゆくゆくは、PDF ではなく、ウェブ雑誌のように、
PC 画面とスマホ画面の両方に最適化するような形態を検討しています。
一方、紙媒体を廃止するデメリットとしては以下が考えられます。
①メールで配信通知があるだけの電子版は存在感がないため、配信に気づかずに埋もれ
てしまう可能性があります（ただし、紙版でも「積読」状態となり文字通りに埋もれる
場合もありますので、個人差は大きいかもしれません）
。
②これまで紙媒体の書籍や雑誌しか読まれてこなかった方には、電子版は読みにくく感
じる可能性があります（ただし、会員の側での手間にはなりますが PDF 版はプリンタ
での印刷が容易で、拡大印刷も可能です）
。
以上は、あくまでも委員が想像できた限りでのメリット・デメリットにすぎませんので、
一方的な廃止になることがないよう、特にデメリットについてご意見を切にお願いする
次第です。集約された様々なご意見を勘案して委員会で議論を行いますが、決定につき
ましては、委員会にご一任いただくことをご了承ください。
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【11 月例会】
日時：2018 年 11 月 3 日
報告者：ニコライ・コーポソフ氏 (エモリー大学客員教授)
題目："Battles over the Past in Putin’s Russia"
会場：東京大学本郷キャンパス法文 1 号館 2 階 215 番教室
11 月の例会は、日本学術振興会・課題設定による先端的人文学・社会科学研究推進事
業（グローバル展開プログラム）「グローバル社会におけるデモクラシーと国民史・集
合的記憶の機能に関する学際的研究」（NHCM）および日本学術振興会・科学研究費補
助事業「1970 年代以後の人文学ならびに芸術における語りの形式についての領域横断
的研究」との共催にて、ニコライ・コーポソフ氏から現代ロシアの「記憶の政治」につ
いて報告がなされました。本例会を含む、コーポソフ氏による日本でのセミナーの模様
について、橋本伸也氏からレポートをいただいています。
本記事は NHCM のホームページでも公開されています。併せてご覧ください。
（http://history-memory.kwansei.ac.jp/index.html）
●ニコライ・コーポソフ教授連続セミナーの記録
橋本伸也（関西学院大学）
2018 年 10 月 26・27 日にソウルで開催した国際会議"Negotiating the Time"で報告して
いただくために招聘したニコライ・コーポソフ教授（米国エモリー大学客員教授）に日
本にも来ていただき、京都と東京で連続セミナーを開催した。ロシアのプーチン政権が
旺盛に繰り広げる歴史政策へのもっとも手厳しい批判者であるだけでなく、歴史と記憶
の政治利用をめぐって、とりわけ過去をめぐる特定の見解の表出を犯罪化して処罰しよ
うとする「記憶法」の全ヨーロッパ規模での広がりについて包括的な分析と深い哲学的
思索を重ねてきた教授の講義は、「グローバル社会におけるデモクラシーと国民史・集
合的記憶の機能に関する学際的研究」と銘打った研究プロジェクトの掲げる目標に近づ
く上で裨益するところきわめて大 と考えたからである。 Память строгого режима:
история и политика в России. (М., 2011) ［
『厳戒の記憶----ロシアにおける歴史と政治』］
および Memory Laws, Memory Wars: The Politics of the Past in Europe and Russia (Cambridge
University Press, 2017) という二冊の著作を読むことで、教授の学識の広がりと深さは十
二分に感じ取ることができるが、国際会議および二つのセミナーで語られた内容とそれ
を受けた討論のなかでの精力的な応答は、そうした期待に違わぬ豊かな知見を与えてく
れるものだった。該博な知識に裏付けられた鋭利な批判的精神を体現する話し振りから
は、今や死語と化したかのようなロシア・インテリゲンツィアの気風がいまなお脈々と
受け継がれていることを感じることができた。
10 月 31 日に京都大学人文科学研究所で行われたセミナーの講演は Multi-Memorism
and Law と銘打ち、Memory Laws, Memory Wars で詳述された内容を簡潔に MultiMemorism の一語に託して論じたものであった。
「記憶と法」はここ２〜３年前からいわ
ゆるメモリー・スタディーズの深化とともに注目を集める新分野だが、これを開拓して
きた主導的学者としてのコーポソフ教授の面目躍如の感があった。そこで「記憶法」は
「ヨーロッパ全土の様々の国民社会 national communities の内部および相互間で戦われ
る記憶戦争の武器と化した」と断じられ、もともとホロコースト否定論の違法化と処罰
という（西側の自由民主主義／資本主義の立場からみて）正当な目的のために開発され
たこの種の法が、奴隷貿易や第一次世界大戦時のオスマン帝国によるアルメニア人虐殺、
さらに社会主義の体制犯罪など異なる文脈にあるさまざまの過去の非人道的行為にま
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で置換・拡延されて増殖するなかで意味変容を遂げ、いつしか諸国民間の異なり相容れ
ない記憶をめぐる争いの焦点と化したことがあぶり出されている。それがポピュリズム
の高揚と歩を一にしていることを見て取るのはたやすいし、そのことが、ヨーロッパの
東西における地政学的分断をもたらしていることの指摘も重要だろう。このような展開
の初発の時点において、「ホロコーストのアメリカ化」とアメリカ・ユダヤ人のアイデ
ンティティの危機、公民権運動で高まりを見せたブラック・パワーなど、総じて「アイ
デンティティの政治」として語られてきた契機が作動していたとの指摘は実に印象深か
った。リン・ハントは『グローバル時代の歴史学』
（長谷川貴彦訳、2016 年）のなかで、
1970 年代以来の歴史学を形作った四つのパラダイムの一つに「アイデンティティの政
治」をあげていたが、グローバル化したポスト冷戦時代におけるナショナルなアイデン
ティティの空洞化への危機感とともに、かつて歴史を突き動かし正義の実現をめざした
この運動が逆作動ないし致死的な副作用をもたらし始めたということなのだろうか。歴
史と記憶を通じて喚起されるナショナルな狂信的熱情が紛争化の誘因になりうること
は私たち自身が近隣諸国との間で日々目撃しているところであるが、その法的次元の表
現としての記憶法の抱えたジレンマを開示した点に、もっとも重要な提起があったよう
に思われる。そうした動態を顧みることなくステレオタイプ化された「過去の克服」と
「記憶文化」に追随する風潮には、深刻な見直しが迫られることであろう。
他方、11 月 3 日に東京大学で開催したセミナーでは、直截に Battles over the Past in
Putin's Russia と題して、時とともにポピュリズム的で権威主義的な性格を強めるプーチ
ン政権下の歴史・記憶政治の展開を解剖する試みがなされた。先にコーポソフ教授をプ
ーチン政権へのもっとも手厳しい批判者として紹介したが、その毅然たる姿が筆者の目
に焼きついたのは、2000 年代末に始まり 2014 年のウクライナ危機直後に一気に結着し
たロシア版「記憶法」制定をめぐる政治的展開の中でのことだった。法制定を厳しく批
判する論陣を張り続けるその孤高の姿勢が人生の苦難を呼び寄せるであろうことが容
易に推察されたが、しかしこの展開こそが、上述のような全ヨーロッパ規模での「記憶
法」制定をめぐる政治過程の包括的な歴史的検討に向かわせることになったのだろう。
東京での講演は、まさにそのロシア版記憶法の制定に到る道程を解明することに主眼が
置かれていた。その要旨を筆者の理解も交えてまとめると以下のようになろう。
もとより、ソ連時代にもながく歴史は極度に政治化されていたし、とりわけペレスト
ロイカ期には、それまでとはヴェクトルを逆にして政治的に動機づけられた過去の見直
しが進み、それまでの正統的歴史像の脱構築と再編が必然化した。他方、ソ連解体後に
歴史は比較的後景に退いたものの、政治的・経済的危機のなかで政権の座についたプー
チンにとっては、ペレストロイカ期とは異なる形で過去の資源化が大いに意味を有する
ことになった。スターリンへの肯定的評価を含む旧体制ヘのノスタルジア、「大祖国戦
争」の気高い犠牲と栄光の記憶などが政治的に動員されて過去の見直しが進み、とりわ
け「戦争神話」が他の記憶を押しのけて中核的な位置を占めて、それが政治・外交上重
要なアジェンダとなった（余談だが、この文章を書いている数日前にもラブロフ外相が
日露平和条約締結に関連して「第二次世界大戦の結果の承認」に言及したことが報じら
れている。ずっと繰り返されてきたこの言葉の重みは、プーチン政権の歴史政策の全体
像の中で理解されるべきである。にもかかわらず、おそらく日本の為政者はそのことを
まったく理解していない）。こうして構築された戦争神話はとりわけヨーロッパの国際
政治におけるロシアの立場を正当化し、とくに東欧諸国との関係で重要な意味を与えら
れるとともに、それがロシアと東欧（とくにウクライナ、ポーランド、バルト諸国）と
の関係において争点化／紛争化され、さらに「アメリカが率いる西側の対ロシア十字軍」
における要素としてとらえられることにもなった。そうした文脈のなか歴史政策におい
てヤルタやニュルンベルクがシンボルとして浮上し、さらに終着点として登場したのが
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ロシア版記憶法である。頻用されているわけではないが、この法により大祖国戦争にお
けるソ連の役割を侮辱する発言が現に裁かれる事態も生じている。
いずれのセミナーでも、講演に刺激された議論は多岐にわたり興味深かったが、とり
わけ東京のセミナーにおける討論は参加者の少なさにもかかわらず、ロシア史研究者の
集まりという専門性の高さゆえに密度の濃いものとなった。とくに、ソ連時代以来、ホ
ロコーストを唯一無二の人道犯罪としてある意味特権化して扱う西欧と異なり、これを
その他のナチ犯罪から切り離して扱うことを拒否してきたロシアでホロコーストの位
置づけが大きく変化したことは、ロシア・ユダヤ史研究の観点からも注目すべき点で、
かなりの時間を割いて精細に議論された。モスクワにユダヤ博物館が設立されたことは
日本の関係者のあいだでも驚きとともに認識されていたが、ブリャンスクにはホロコー
スト犠牲者のモニュメントが設置されたという。教科書記述や政治家の発言などにもそ
うした変化は反映されているという。これが何を意味するのかは難しい点だが、ひとつ
重要な観点として提示されたのは、欧州統合のなかで西欧的基準に立ったホロコースト
責任に向き合うことを迫られてしぶしぶこれを受け入れながらも、しばしば責任回避の
素振りを見せるポーランドやバルト諸国にたいする牽制の意味が含まれているのでは
ないかという点である。中近東情勢へのロシアの関与の深まりもこのことには関係して
いるかもしれない。ここでもホロコーストは極度に政治化された形で利用されている。
また、中東欧の右翼政権とプーチン政権との関係という観点からも歴史政策が有意であ
ることも指摘されてきた。プーチン政権の世界戦略を考える際に、歴史政策が抜かすこ
とのできない重要な要因であることがここからもうかがえる。
最後に連続セミナー開催に際して京都大学人文科学研究所の研究班「21 世紀の人文
学－Our Age を問う」
（および JSPS 科研費「1970 年代以後の人文学ならびに芸術におけ
る語りの形式についての領域横断的研究」）とロシア史研究会に共催団体としてご協力
いただいた。記して感謝申し上げる。

11 月例会の模様

【新会員紹介】
2018 年 9 月の新入会員（1 名）をお知らせします。
石橋 聖名（2018 年 9 月 19 日入会）
所属：株式会社岩波書店編集部
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【新委員紹介】
山本健三会員が新たに委員として加わりました。
山本健三
・委員会での担当：会計
・所属：島根県立大学総合政策学部・北東アジア地域研究センター
・専門分野：帝政期ロシアの社会・政治思想史
・委員としての抱負：よろしくお願いいたします。

【今後の例会予定】
3 月例会：2019 年 3 月 18 日（月）
Wendy Z. Goldman 氏（カーネギーメロン大学）
題目未定
5 月例会：2019 年 5 月 12 日（日）
浅岡善治・中嶋毅責任編集『ロシア革命とソ連の世紀４ 人間と文化の革新』
（岩波書店、
2017 年）合評会
評者：乗松亨平氏（東京大学）
、巽由樹子氏（東京外国語大学）

【訃報】
奥村庸一会員が昨年 7 月に永眠されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。とも
にカザンで留学時代を過ごされた長縄宣博氏より追悼文を寄せて頂きました。
●奥村庸一さんのこと
奥村さんと初めて対面したのは 2001 年 9 月 13 日、暑いくらいの晴天の午後だった。
カザン大学の柱の並ぶ本部棟の裏手にある大学図書館 10 番閲覧室。その最前列が奥村
さんのお気に入りの席だった。今でも私がカザンに行くと、当時も働いていたタタール
人のおばさんが「あそこにヨーイチが座ってたね」と言って往時のことを一緒に思い出
す。奥村さんはすでに一年前に、いわゆる「小渕フェロー」で留学生活を始めており、
タタール百科事典を作る研究所で、ラフィク・ムハメトシン氏（現ロシア・イスラーム
大学学長）とその同僚たちと親しくしていた。奥村さんが住んでいたのは、ちょうどニ
コライ・エルショフ通りが始まるあたりにあるスーパーマーケットの入っている建物だ。
そこはくしくも、奥村さんが追いかけていた 19 世紀後半のカザンの宣教師ニコライ・
イリミンスキーが眠るアルスク墓地の向かいにあたる。西山克典先生が著書を刊行され
る前にカザンを訪問された際、奥村さん自身も西山先生に同行してはじめて気づいたの
だという。
2005 年に町の千年祭を祝うまでのカザンは平穏でつつましく、帝政期の建物も歳月
を経て朽ちながらも静かに歴史を湛える街並みだった。2000 年代初めはスーパーマー
ケットやカフェが増え始めた時期だったが、奥村さんはそうしたカフェをよく知ってい
た。当時、われわれの知る限りカザンにはわれわれも含め 4 人の日本人がいた。4 人は
それぞれの世界を持っていたから、顔を合わせるのはバウマン通りにあった中華料理店
で半年に 1,2 回程度だったように思う。とはいえ、われわれはほぼ毎日、10 番閲覧室と
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その隣の稀少書籍・手稿部で顔を合わせていたから、2 週間に 1 度くらいはカフェで夕
食を共にした。
奥村さんとは実にいろいろな話をした。決して多くを語る人ではなかったが、2004 年
度ロシア史研大会の 1 日目の共通論題で報告し、翌年『ロシア史研究』76 号に掲載した
論考には、かつてビールを飲みながら話していたことの断片が散りばめられていてとて
も懐かしい。「カバン湖畔、タタール人街区の中に穿たれた橋頭堡のような新教員セミ
ナリア」
、
「子どもたちを聖歌隊の美しい歌声の厳かな雰囲気に絶えず触れさせる」、
「官
僚主義はびこるロシアの学校を批判する際に、自立的な勤労への愛が育つマドラサが参
照軸になる」、
「イリミンスキーは異族人の精神史の流れを全体として上から俯瞰する神
の位置にある」などなど。ムスリム社会との間に厳格な境界を引き、国家権力とも距離
を置き、親族そして濃密な師弟関係を通じて多民族から成る理想的なキリスト者の共同
体を実現する試みが、なぜほかならぬカザンで生まれたのか。奥村さんは、教育・宗教
政策における中央・地方関係というよりもカザンという場所、そしてイリミンスキーと
その近辺の人々の人間関係と思想をとことん追究していた。
とはいえ、ペテルブルグはわれわれにとって憧れの町だった。奥村さんはクラシック
とジャズが好きだったので、しばらく留守にしていると思ったら、「実はペテルに行っ
てきたよ」と楽しそうに土産話をしたものだ。研究に関わるものとして私が覚えている
のは、2003 年 2 月に RGIA で、1910 年 1 月 12-28 日にストルィピンの発意で「沿ヴォ
ルガにおけるタタール・ムスリムの影響力への対抗策」を話し合った特別審議会周辺の
資料を閲覧したということだ。そこにはイリミンスキーの信奉者が深く関わっていた。
当時 RGIA はまだネヴァ川沿いの元老院広場の横にあったが、奥村さんは聖イサアク大
聖堂のすぐそばに「ユーロレモント（欧風修理）」を施された当時にしては小奇麗な素
泊まり宿を見つけていた。RGIA まで徒歩 10 分くらいの距離だ。3 月から 4 月に私も
RGIA に行くことを知っていた奥村さんは、親切にも宿の運営者と掛け合って格安の料
金を私のために確保してくれた。
奥村さんがカザンに戻って 1 週間後の 3 月 1 日にカザン在住の日本人が集まって、帰
国の途につく奥村さんの壮行会を催した。奥村さんは、酩酊した赤ら顔で「カザン留学
は僕の人生最高の日々だ」と言って笑っていた。
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【2019 年のロシア史研究会大会

報告者募集のお知らせ】

2019 年大会は 10 月 19 日・20 日の両日、大東文化大学板橋キャンパス（都営三田線「西
台」・東武東上線「東武練馬」最寄り）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。
①共通論題：提案締切 2 月 15 日（金）※例年より 2 週間前倒しとなっております。
②自由論題・パネル報告希望：応募締切 4 月 14 日（日）
②については、応募用紙を本会ウェブサイト「大会」頁からダウンロードし、添付
ファイルを以下事務局に添付でお送りください。共通論題については、フォーマッ
トはありませんが、ある程度概要が固まりましたら早めにご相談ください。

＜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)の部分を@に代えて、ご利用ください。
------------------ロシア史研ニューズレター
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編集・発行 ロシア史研究会委員会
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東京都目黒区駒場3‐8‐1
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