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法政大学市ヶ谷キャンパスにようこそ!

法政大学市ヶ谷キャンパス学会会場 55年館、58年館/平塚藤臣 撮影

すでにお知らせしたように、ロシア史研究会 2009 年度の大会は、10 月 10(土)、
11(日)の両日に法政大学の市ヶ谷キャンパスで開催されます。大勢の会員の方の
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参加をお待ちしています。

ロシア史研究会大会プログラム
2009 年 10 月 10 日（土曜日）・11 日（日曜日）法政大学市ヶ谷キャンパス
会場は、55 年館、58 年館 4 階（844 教室）と６階（869 教室、860 教室）
自由論題報告 10 月 10 日（土曜日）10 時 00 分～12 時 25 分
＜A 会場＞ （6 階 860 教室）
報告 1 （10 時 00 分～10 時 45 分）
坂中紀夫（神戸市外国語大学大学院）
「セルゲイ・ウヴァーロフの思想の変遷：「ナロードノスチ」概念の包摂性について」
コメンテータ：青島陽子（北海道大学）
報告 2

（10 時 50 分～11 時 35 分）

斎藤祥平（北海道大学大学院）
「言語学者 N.S.トルベツコイのユーラシア主義 1920－1938：ダーウィン進化論とソ連
への挑戦」
報告 3

コメンテータ：梶雅範（東京工業大学）

（11 時 40 分～12 時 25 分）

中地美枝 （北海道大学）
「ロシアの人口増加政策とジェンダー: 過去と現在の連続性」
コメンテータ：松井憲明（釧路公立大学）
＜B 会場＞ （6 階 869 教室）
報告 4 （10 時 00 分～10 時 45 分）
セルゲイ・アバシン(ロシア科学アカデミー民族学・人類学研究所／北海道大学）
「ロシアの中央アジア征服: 帝国的・民族的視点」
コメンテータ：長縄宣博（北海道大学）
報告 5

（10 時 50 分～11 時 35 分）

須田将 (北海道大学大学院）
「スターリン時代のウズベキスタンにおけるイスラームと「ソヴィエト公民形成」
」
コメンテータ：塩川伸明（東京大学）
報告 6

（11 時 40 分～12 時 25 分）

佐藤圭史 (北海道大学）
「ソ連邦末期における連邦構成共和国の「主権」と「国益」の生成：独ソ不可侵条約付
属秘密議定書の公開をめぐる議論から」
コメンテータ：斎藤治子
12 時 25 分-13 時 30 分

昼食・休憩

共通論題 1
10 月 10 日（土）13 時 30 分～16 時 30 分
「帝国の拡大と移住政策：18～20 世紀」
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（4 階 844 教室）

報告：
豊川浩一（明治大学）
「18 世紀ロシアは未開の「根絶」を目指したのか？：植民政策
と啓蒙主義」
青木恭子（富山大学）「帝政末期のアジアロシア移住政策をめぐって：無許可移住者
(самовольцы)の分析を中心に」
半谷史郎（愛知県立大学（非）
）「ヴォルガ・ドイツ人の強制移住」
コメンテータ：宇山智彦（北海道大学）
司会：土肥恒之（一橋大学）
10 月 10 日（土）16 時 40 分～18 時 00 分 （4 階 844 教室）
10 月 10 日（土）18 時 00 分～
（55 年館 2 階教職員食堂）
会場は、55 年館、58 年館 4 階（844 教室）
パネル 10 月 11 日（日曜日）10 時 00 分～12 時 00 分 （4 階 844 教室）

総会
懇親会

「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」
報告：
横手慎二（慶応義塾大学）
「ソ連の極東政策における対日観」
シュラトフ・ヤロスラヴ（慶応義塾大学大学院）
「日露戦争終焉後のロシアの日本観：
外務省と軍部、地方と中央」
コメンテータ：富田武（成蹊大学）
司会：

池田嘉郎（新潟国際情報大学）
12 時 00 分-13 時 30 分

共通論題 2

昼食・休憩

10 月 11 日（日曜日）13 時 30 分～16 時 30 分 （4 階 844 教室）

「近現代ロシアの都市と文化」
報告：
松井康浩（九州大学）
「1930 年代モスクワの都市文化と都市的共同性」
池田嘉郎（新潟国際情報大学）
「過渡期のロシア都市 1921～29」
（仮）
巽由樹子（日本学術振興会特別研究員）「近代サンクトペテルブルクのメディアの系
譜：科学観の分析を中心に」
コメンテータ：土屋好古（日本大学）
司会：

根村亮（新潟工科大学）

※時間配分の目安は以下の通りです。
自由論題：各報告 25 分、コメント 10 分以内、討論 10 分
共通論題：趣旨説明 5 分、各報告 30 分、休憩 10 分、コメント 15 分以内、コメントへの
リプライ各 5 分
パネルについては司会者に一任します。
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会場へのアクセスと会場について
［法政大学へのアクセス］
・ JR 総武線各駅停車飯田橋駅または市ヶ谷駅下車共に徒歩 10 分程度
・ 地下鉄都営新宿線、営団地下鉄市ヶ谷駅下車徒歩 10 分程度
・ 営団地下鉄東西線、同じく有楽町線、同じく南北線飯田橋駅、都営大江戸線飯田
橋駅下車徒歩 15 分程度
なお、法政大学の Web ページ（http://www.hosei.ac.jp/hosei/campus/annai/index.html）
も参照してください。
［会場案内］
法政大学正門（外濠側）から見て正面の７階建ての建物が 55 年館、58 年館です。初
日 10 月 10 日（土）の会場は４階（844 教室）と６階（869 教室、860 教室）に分かれ
ます。二日目の 11 日（日）の会場は、４階（844 教室）です。
休憩室は、10 日は 7 階の 878Ａ教室、11 日は 5 階の 855 教室です。
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①論題「セルゲイ・ウヴァーロフの思想の変遷－「ナロードノスチ」概念の包摂性につ
いてー」報告者：坂中紀夫（神戸市外国語大学大学院）
十九世紀前半ロシアの国民教育省大臣セルゲイ・ウヴァーロフの思想の変遷について考察す
る。従来のウヴァーロフ研究では、彼はアレクサンドル一世の反動化やニコライ一世の即位を
境にした、自由主義から保守主義への転向者である、との見方が伝統的であった。しかし、こ
うした見方は、近年の研究により、批判されてもいる。そこで当報告は、そうした批判をふま
え、彼の保守主義に自由主義的理想が伏在していたことの論証を目的とする。
方法としては、彼の初期思想のそれ以降の思想に対する影響関係が指摘される。その影響関
係は、初期の自由主義的理想のロシアに特有の政治的・社会的文脈における実現ないし制限の
実状に見ることができると思われる。そして、その実現や制限の指標となるものとして、平等
主義の達成の度合いを考えることができるだろう。自由主義は、自然権の万人への遍在を想定
するその内容上、平等主義的傾向を伴うことになるからだ。従って、平等主義的傾向を初期以
降の彼の思想に指摘できれば、それは初期思想の影響力をそこに確認したことになる。
平等主義的傾向は、具体的には、次の三点についての見解に指摘される。すなわち、官等表、
農奴制、そして教育の包摂性についてである。官等表には能力主義的性格が伴うが、この見直
しを求める声が政府内で高まったとき、ウヴァーロフはその貴族主義の弊害を指摘し、これに
反対した。農奴制については、彼はその廃止を妥当視していた。農奴は教育機会で制限を受け
ていたので、このことは皆教育的理念に対する彼の理解の様相を示唆するものともなる。教育
の包摂性について、彼は貴族主義ともそうではないともとれる政策を進めている（授業料値上
げや奨学金制度など）。当然、以上の三点は、当時の特定の政治的文脈を前提にしている。それ
をふまえた上で、実際の彼の意図に迫り、そこにおける平等主義の実状の指摘を試みる。
以上の考察は、社会の成員の妥当性についてのウヴァーロフの見解を捉える上で、示唆に富
む。誰が「ナロード」としてふさわしいと考えられていたかが、彼の平等主義の内実から推し
量れるのだ。そしてそれは、彼の有名ではあるが、具体的に定義付けられてはいない教育原則
「正教・専制・ナロードノスチ」における最後の原則の把握に資するものとなるだろう。結果
として、「ナロードノスチ」概念の包摂性についての理解が深まることを目指したい。

②論題「言語学者 H.C.トルベツコイのユーラシア主義 1920－1937：ソ連とダーウィニ
ズムへの挑戦」報告者：斎藤祥平（北海道大学大学院）
ユーラシア主義運動の中で H.C.トルベツコイ(1890－1938)が主張した「ユーラシアにおける
諸民族の調和、協力」や「民族、文化、言語の多様性の保持」を支えたのは、彼の言語学者・
民族学者としての学問的信念であった。トルベツコイがユーラシア主義の活動と並行して言語
学、民族学の研究を進めていたことから、この二つが密接に関係している可能性が大きいこと
はこれまで指摘されてきた。しかし、その関係を具体的に解明する研究は今のところない。ユ
ーラシア主義は、これまで文化精神論や哲学論、帝国主義論、国際関係論といった立場から捉
えられてきたが、今回は当時の科学史の中に位置づけたいと考えている。
ユーラシア主義者の理論には民族の優劣、民族の融合、淘汰の概念はなかった。ユーラシア
主義は個々の民族を包括する思想であったが、彼らの唱えるユーラシアの中における個々の民
族の調和、協力はダーウィン主義的な進化論への対抗の手段でもあったのではないか。亡命者
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であった彼らは政治的のみならず、民族論の点でもヨーロッパとソ連の狭間にいた可能性があ
る。トルベツコイの思想を単純に「反ダーウィン主義」ということはできず、その民族論には
次の３つの議論が関係していると考えられる。多系進化論・文化的相対主義(ヨーロッパを頂点
とした階級的民族論への批判)、ラマルク主義的な民族観(収斂進化、定向進化論。遺伝主義への
批判)、そして相互扶助論(自然淘汰説への批判)が挙げられる。
ユーラシア主義者たちの民族論は反ダーウィン主義と特徴付けることができるが、そこには
いくつかの要素があった。特に、トルベツコイの収斂進化論的な言語観、民族観は系統が異な
る民族同士でも地理的な環境を共有することによって類似性や共通点を持ち得ると主張した点
で、多種多様な民族を包括する思想であったユーラシア主義と密接に関わっていた。また、ト
ルベツコイのように元々ダーウィン主義的論調に反論する学問的な確信を持っていた場合もあ
るが、それと共に社会的ダーウィニズムの影響力や当時の時代状況によって、「ユーラシア諸民
族の間には闘争ではなく協調が存在する」ことを主張した可能性も考慮に入れなければならな
い。当時の様々な科学、学問がそうしたように、ユーラシア主義者も生物学の理論に影響を受
け、またそれを利用したものと考えられる。

③論題「ロシアの人口増加政策とジェンダー」報告者：中地 美枝（北海道大学）
２０世紀のロシア・ソビエト連邦は数々の人口学的危機を経験した。第一次世界大戦、ロシ
ア革命、内戦による多数の犠牲、革命前後の移住、スターリン下での農業集団化や急進的工業
化による農村の破壊と都市化、大飢饉、民族の強制移住、第二次世界大戦による犠牲、第二次
世界大戦後の飢饉。領土獲得などによる人口増加を除けば、これらの危機の連続によりソ連の
人口自然増加率は概ね減少し続けた。なんとかこのような減少にストップをかけようと、１９
３０年代以降のロシア政府は常に人口増加政策を打ち出してきた。それは２１世紀になる現在
でも続いている。ソ連崩壊後の人口の流出と少子化、平和時としては世界的にも前代未聞の成
人男性の寿命の短縮が進んでいるロシアの人口は現在でも減少し続け、国家の存亡にかかわる
問題として取りざたされている。
ここで注目すべきは社会主義が崩壊し、資本主義型、民主主義型の政治・経済体制に移行し
た後のロシアでも、ソ連型の人口増加政策が踏襲されているという事実である。プーチン・メ
ドヴェージェフ政権は１９３０年代・１９４０年代のソ連の政策に習うように、近年中絶や避
妊を制限し、より多くの子供を持つことと家族関係の強化を提唱し、母親たちを援助するとい
う政策を進めている。この事実は現在のロシアでソ連型の政策が少なくともある程度成功を収
めたと評価されていることを示唆しているだろう。
実際にソ連における人口政策とそれがもたらした長期的影響を考察すると、そのような評価
に問題があることは明白である。１９３６年のスターリンの中絶禁止法が出生率上昇に効果を
もたらしたのはたった１年間だけであったことは当時の指導部内と医師の間ではすでに明らか
にされていた。第二次世界大戦後フルシチョフが考案した人口増加政策としての１９４４年家
族法は、その意図通り戦後の婚外子を増やすことには貢献したかもしれない。しかし長期的に
はその政策の根本に内在したジェンダー関係のヴィジョンが既婚・未婚の別なく女性の出産を
ためらわせることになり、ついには中絶の第一要因となって、出生率減少に向かわせてしまっ
たといえる。しかしこれまでこのような第二次大戦後の人口政策に対する歴史的な評価はロシ
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アの人口学者の中でもなされてこなかった。

これには様々な理由があるが、この状況が災い

して歴史的にソ連の人口政策に内在したジェンダーのヴィジョンの問題性がうやむやになって
いる。
本報告では、戦後の人口増加政策がもたらした長期的な問題点がこれまで明らかにされなか
った原因を探るために、戦後の三つの人口統計が行われた１９５０年代後半から１９８０年代
初めの期間を中心に、市民の生殖活動（結婚、離婚、出産、中絶、子育てに関する動向）と、
この時期広く展開された人口についての政治的、社会学的、人口学的、医学的議論を分析する。
そこではソ連における人口学・社会学の復興、労働人口の問題、生殖医療技術の開発、都市化、
いわゆる「性革命」
、中央アジアの人口問題、ソ連と東欧や中国など社会主義国との関係、世界
の人口問題の中のソ連の立場などのテーマに触れる。
この研究はソ連型のアプローチが過去に引き起こした様々な問題を解明しようとするものだ
が、併せて現代の人口政策にも警鐘を鳴らしたい。

④論題「ロシアの中央アジア征服: 帝国的・民族的視点」報告者：セルゲイ・アバシン
(Сергей Абашин ロシア科学アカデミー民族学・人類学研究所／北海道大学)
Российское завоевание Средней Азии: имперский и национальный взгляды
Историк Пракаш (G. Prakash), анализируя историографию изучения Индии, выделяет
несколько направлений её развития: ориенталистский, националистический,
марксистский (и так называемый социально-исторический) и «школа изучения
подчинённых» (Subaltern Studies). Изучение Центральной Азии в России и в самом
регионе имеет несколько иную историографическую историю. До 1917 года успел
сложиться имперский, или ориенталистский, дискурс, ему оппонировали вначале
местные истории, которые со временем приобретали национальные черты. В советское
время имперский и национальный нарративы были спрятаны в марксистский дискурс,
усвоили марксистскую риторику и демагогию «научного коммунизма», научились
осторожности и конъюнктурному заимствованию. В 1990-е и начале 2000-х гг., после
распада СССР и «освобождения» от ограничений «научного коммунизма», мы видим
новое возрождение ориентализма и национализма, которое происходит тогда, когда
постулаты того и другого подвергнуты анализу и критике со стороны множества новых
направлений мысли. В докладе я дам характеристику этим направлениям и этапам на
примере работ, посвящённых завоеванию Кокандского ханства в 1875-1876 гг. Российской
империей.
⑤論題「スターリン時代のウズベキスタンにおけるイスラームと「ソヴィエト公民形
成」
」報告者：須田将 (北海道大学大学院)
スターリン時代において、人々をソヴィエト公民として陶冶する権力は、中央アジアのムス
リム多数派社会において、どのように作用したのか。1920 年代末から大祖国戦争期にかけて、
連邦構成共和国のウズベキスタンでは、ソヴィエト公民形成の戦略によって、どのような包摂
と排除の政治がみられたのか。本報告ではこうした問題について、地域社会の内部で人々を差
異化する「境界の再定義」のプロセスに注目し、主にウズベキスタンの中央・地方文書館の史
料に基づき、歴史的に叙述し、検討する。
スターリン主義的な「文明化の過程」において、ウズベキスタンでは、
「後進的」とみなされ
た生活慣習をもつウズベク人自らが、ボリシェヴィキの指導を受けてその文化性を向上し、地
域社会のなかで各種公共活動を積極的に担い、ソヴィエト公民として自己を陶冶していくこと
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が期待された。生活慣習への介入が図られるなかで、歴史的な都市における「旧市街」のマハ
ッラ（街区社会）では、市・地区ソヴィエト指導下の社会団体として設けられた「マハッラ（街
区）委員会」の制度と活動が拡充された。マハッラでは、住民自身が参加するマハッラ委員会
を介して、女性解放運動や、識字教室の開設などが行われたが、そうした公共活動は、街区モ
スクを閉鎖・転用し生活からイスラームを排除する反宗教政策と分かち難く結びつけられてい
た。社会主義国家へのウズベク人男性・女性の包摂は、それを妨害しているとされた社会内部
の宗教的・階級的な「敵」の排除と、いわばコインの裏表の関係にあり、住民の差異化が図ら
れていたのである。
もっとも、1930 年代末になると、為政者の間ではこうした政策は成功を収めていないことが
認識されるようになった。後進的な伝統文化の象徴として攻撃されたムスリム女性の覆いは、
その着用が減るどころかむしろ増えていると指摘されたし、住民の請願に基づいて閉鎖された
はずのモスクも、実際には礼拝に用いられていることが報告された。大祖国戦争期においては、
これまでの反イスラーム政策が転換され、公認されたイスラームが積極的に戦争遂行のために
利用され、住民に対して宣伝を行い、前線への物品供出を求めるうえでモスクが再開されたよ
うに、現象にはそれまでとの逆転がみられたが、その際にも公民としてのウズベク人の能動性
が強調されたことは重要である。
むろん、そうしたソヴィエト公民の能動性とは、ボリシェヴィキが指導する国家のもとで、
予め限定された枠内で奨励されたものであった。だが、こうしたことを単なる「帝国」中央に
よる動員として、人々の主体性を無視して描くことには問題があろう。様々な民族的背景をも
つ男性・女性公民の平等な権利と義務を標榜したスターリン時代の権力は、中央アジア社会の
なかで、人々を主体化し、みずから差異化することで秩序を再構成した、再植民地化の権力で
あったと、本報告は主張する。

⑥論題「ソ連邦末期における連邦構成共和国の「主権」と「国益」の生成：独ソ不可侵
条約付属秘密議定書の公開をめぐる議論から」報告者：佐藤圭史 (北海道大学)
ゴルバチョフによってペレストロイカとグラスノスチが導入された後の 1987 年、バルト諸国
の知識人は「民主化」運動を組織しつつ、「民族史」の復元と歴史問題の再考を目的とした調査
委員会を組織した。最も懸案の事項となっていたのが独ソ不可侵条約付属秘密議定書の有無を
めぐる問題である。当時のソ連政府は秘密議定書の存在を公式に否定していたものの、独立期
を鮮明に記憶していたバルト諸国の知識人にとって、1940 年のソヴィエト政権の樹立とソ連邦
「加盟」の裏には、ナチスドイツとソ連の間で秘密裏に交わされた協定が存在したのではない
か、という疑念があった。独ソ不可侵条約締結の記念日である、1988 年 8 月 23 日には、バル
ト諸国の都市部で秘密議定書の存在とその不法性をソ連政府に認めさせるべく大規模なデモン
ストレーションが実施された。「失われた独立」への調査は、かつてはタブーとされてきた問題
にも真摯に取り組む姿勢を見せることでソ連政府が「変革」したことをアピールできるととも
に、バルト諸国におけるソヴィエト政権存立への法的正当性を失いかねない危険性を孕んでい
た。バルト諸国からの期待と圧力のもと、第 1 回ソ連邦人民代議員大会は、A.ヤコヴレフを委員
長、Iu.アファナシェフを副委員長として 1989 年 6 月に独ソ不可侵条約調査委員会を組織するこ
とを決定した。バルト諸国からの調査委員会代表は人民戦線組織の代表であり、V.ランズベルギ
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ス、K.モティカ、E.サヴィサール、M.ラウリスティンなど、その後の独立バルト諸国において
大統領、副大統領などの政府要人になる人物であった。一方で、ウクライナ、モルドヴァから
の代表はソ連体制の存続を信じていた共産党幹部であり、全 5 回開催された委員会においては、
秘密議定書の公開を強く求めるバルト代表と、秘密議定書への議論を極力避けようとする「体
制側」との間で激しい議論が展開された。思惑としては秘密議定書の公開をソ連邦からの独立
に結び付けたいバルト諸国と、秘密議定書の公開と不法宣言によって領土喪失を恐れたウクラ
イナ、ベラルーシ、ソ連邦の崩壊に危機感を抱いたロシア、いずれの立場につくかで迷走した
モルドヴァというように、各国を代表するアクターの立場の相違が明確になった。そして、こ
のプロセスにおいて、当初は漠然としていた連邦構成共和国の「主権」や「領土」にかんする
概念が、各々のアクターにおいて具体化していった。本発表では、調査委員会でのステノグラ
ム、主要人物とのインタヴューなどの一次資料を用いて、秘密議定書の公開をテーマに各連邦
構成共和国代表がどのような「主権」や「領土」を守るべく議論を展開したのか、委員会での
論争内容をもとに検証していくことを目的としている。

共通論題 1 「帝国の拡大と移住政策：18～20 世紀」
（1）「18 世紀ロシアは未開の「根絶」を目指したのか？：植民政策と啓蒙主義」報告
者：豊川浩一（明治大学）
18 世紀の南ウラルで、工場設立のためロシア人企業家は地方住民（バシキール人）と土地購
入のための交渉に入ったが、工場主たちのとった態度は非ロシア人に対する当時のロシア人の
考えを極めてよく示すものとして特徴的であった。土地証文を書く際に実際とは異なる土地の
境界を記入し、その後、現実に土地を入手するときには、契約に反して工場主自身の都合によ
ってより多くの土地を得た。その場合のロシア人の論理は次のようであった。「彼ら〔ロシア人
―豊川、以下鍵括弧は筆者による補足〕にとって、バシキール人は野蛮ではないにしても、少
なくとも『正当なロシアの権威』に対して再三蜂起する半野蛮人(полудикий)であった。それゆ
え、彼らを騙し、すべてではないにせよ彼らの土地を奪うことは、
〔彼らの〕罪を贖わせる代償
と考えられたのである」（Ташкин С. Ф.）
。
これに関連して、旧ソ連時代の歴史家にしてバシキール史研究の泰斗А.П.チュローシニコフ
によると、バシキール人叛乱の翌年に発布された 1736 年 2 月 11 日付け布告の提案者И.К.キリ
ーロフ（1695～1737 年）の考えの根底には、バシキール人の「根絶」が南ウラルのあるバシキ
ーリアにおける植民にとって最善の策であるという信念があったという。この歴史家の考えに
よると、イヴァン・キリーロフの行動は 18 世紀ロシアを代表する「植民主義者」であったこと
を良く物語っているという。実際、1736 年法令の意図するところは、蜂起を起したバシキール
人の処罰、およびバシキーリア内での叛乱の可能性を断つということであった。しかしより詳
細に検討すると、バシキール人所有の土地の収用へと向かっている。
報告者が一貫して心がけてきたのはいわば「地域の履歴」を掘り起こすことである。地域が
どのような歴史を担ってきたのかを詳細かつ全体史的に検討しようという態度である。しかも
出来る限り地方住民の思考や行動を汲み取ることであった。ここでは、バシキーリアのある南
ウラルへのロシア国家による植民過程を、ロシアを取り巻く 18 世紀のヨーロッパの諸情況をも
視野に入れて考えようとするのが狙いである。
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（2）「帝政末期のアジアロシア移住政策をめぐって：無許可移住者(самовольцы)の分
析を中心に」報告者：青木恭子（富山大学）
帝政ロシア政府は、アジアロシア移住・入植を国家的事業として円滑に推進するために、移住
の動きを管理・統制しようとしていた。そのための手段として、政府は移住を許可制にしてい
た。無許可移住を禁じる一方、正式な許可を得た移住者には特典や優遇措置などの支援を与え
てきた。
建前上は無許可移住を禁止しながら、政府はウラルを越えた無許可移住者の入植を事実上追
認してきた。それでも、1896年を境に、政府の無許可移住対策は新たな方針に転じた。それは、
正式な移住許可を受けた移住者に対する支援を手厚くし、さらに移住・入植に関連する情報を
積極的に提供することによって、農民に合法的な移住の道を選ばせるよう仕向けるものであっ
た。しかし、そのような措置が顕著な成果を上げたとは言い難い。無許可移住は、以前よりは
減少したとはいえ、移住者全体の約4割を占め続けていた。
無許可移住がなくならなかった理由の一つとして、移住許可がなくても新天地で生活できた
ことが挙げられる。無許可移住者の中には、家族・身内や知人が既に移住している者も少なく
なかった。また、無許可移住でも国有地が分与されないわけではなかった。移住者用区画に入
植しなくとも、古参住民の共同体に加入する、あるいは正式加入はせずに土地だけ借りる、も
しくは農業労働者として雇われる、といった方法もあった。
もう一つの理由として、1890 年代中頃には既に、移住者用入植区画は、密林地帯、鉄道沿線
から離れた場所、極東地方など、移住・入植に少なからぬ困難を伴う地域に作られる場合が多
くなっていたことが考えられる。他方で移住者は、ある程度開拓が進んだ豊かな西シベリア平
原地帯への入植を第一に希望していた。しかし、移住者に好まれる地域で入植区画に空きを見
つけることは、時期が後になればなるほど、極めて困難になっていた。そこで、環境の厳しい
地域に入植するよりは、たとえ無許可であっても、行きたい場所へ移住することを選ぶ者が後
を絶たなかったと考えられる。その結果、帰郷の理由を見ても、無許可移住者の場合は定住先
を確保できずに帰郷するケースが最も多いが、移住許可のある世帯の場合は、入植後の環境が
合わなかったことを理由とする者が最も多くなっている。
ほとんどの移住農民は、政府の戦略的意図とは無関係に、今よりも少しでも良い生活を送る
ことを願い、移住という道を選ぶ。農民は、政府による管理・統制の手段の一つである移住支
援策を都合よく利用しつつも、決して政府の思惑通りには動かなかったのである。

（3）
「ヴォルガ・ドイツ人の強制移住」報告者：半谷史郎（愛知県立大学（非））
ナチス・ドイツ軍のソ連侵攻から二月（ふたつき）ほど経った 1941 年 8 月 30 日、ヴォルガ
川中流域にあるヴォルガ・ドイツ人自治共和国の主要紙『ナッハリヒテン』（ドイツ語）と『ボ
リシェヴィク』（ロシア語）が、去る 28 日付で公布されたソ連最高会議幹部会令「ヴォルガ地
方に居住するドイツ人の移住について」を一面トップで報じた。決定は、ヴォルガ・ドイツ人
を利敵行為の廉で次のように非難する。ヴォルガ地方のドイツ人住民には「数千、数万の破壊
分子とスパイ」がおり、ナチス・ドイツの号令一下、爆破工作を行う準備を進めていた。こう
した破壊分子の存在を当局に通報しなかったのは敵の隠匿にほかならない。決定は情勢をこう
分析すると、続けて「こうした望ましからぬ事態を回避し、流血の惨事を防ぐため」と称して、
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ドイツ人の強制移住を通告する。移住先のノヴォシビルスク州、オムスク州、アルタイ地方、
カザフ共和国などに農地を用意して新生活を支援するとの文言はあるが、ドイツ人住民は残ら
ずヴォルガ地方からの立ち退きを言い渡された。
この強制移住令を受けて、9 月に入ると現地では移住作戦が始まる。9 月 3 日から 21 日まで
の期間中、現場の記録によると、45 万 1806 人が 188 本の移送列車に詰め込まれてシベリアや
カザフスタンなどへ送られていった。7 日にはヴォルガ・ドイツ人自治共和国の廃止も発表され
る。また翌 1942 年春には、旧自治共和国のドイツ語地名がすべてロシア語名に改められた。こ
うしてドイツ人の存在はこの地方から一掃され、その痕跡もすべて消し去られた。
以上が、独ソ戦初期におきたヴォルガ・ドイツ人の強制移住と言われるものの概略である。
本報告の目的は、この強制移住に踏み切るに至るまでの政府当局の政策決定過程をたどること
で「帝国の拡大と移住政策」の議論になにがしかの材料を提供することにある。
具体的には、次のような構成を考えている。まず、18 世紀半ばのロシア移住から 150 年あま
りの経緯について簡単に触れ、帝政時代および初期ソビエト政権下ではロシアの独自の民族と
して認識されていたことを示す。次いで、1941 年に強制移住が実施される背景を、1930 年代の
独ソ関係の悪化および民族政策の転換から説き起こす。ここでは、彼らが次第に敵性外国人と
見なされていく過程が重要になる。最後に、1950 年代半ばのスターリン批判で強制移住のいち
おうの名誉回復が果たされた際も、彼らの位置づけが「外国人」に留まり、初期ソビエト政権
下の地位に回復しなかったことを明らかにする。

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」
（1）
「ソ連の極東政策における対日観」報告者：横手慎二（慶応義塾大学）
2005 年の日露戦争のシンポジウムの際に、私は二つの日露戦争という視点を示して、なぜ二
つの戦争は同じ場所（満州）で、（結果は正反対だが）同じような経緯をたどったのか、という
問題を考えようとした。このとき、ロシアから来た歴史家アイラペートフが、日露両国は 40 年
間、戦争をし続けたという方が事実に近いのではないかと指摘して、私を驚かせた。確かに、
ロシアの日露（ソ）外交史研究者の中では、日露関係に友好的な時期があったと考える者は少
ない。日本の学会では、吉村道男のようにロシア革命前に友好関係があったと解釈するのが普
通である。また、1920 年代末から 30 年代にかけても、両国の間には友好関係があったとみる
研究もある。しかしながら、ロシアの研究者の中では現在でも、日ソ関係は表面的に「友好」
と見えたものも、実際には日本側に強いられて、ロシア（ソ連）側は表面的に友好関係を装っ
ていただけだったとする解釈が支配的である。実際に、ロシア（ソ連）側は、どのように対日
関係を捉えていたのであろうか。
私の報告は 1927 年半ばから 29 年までのソ連外務省内の動きを検討して、上記の問題に答え
ようとするものである。（ただし、予定していた外務省アルヒーフの利用はできなかったので、
ここでは近年公刊された『スターリン、チチェーリンとカラハンの往復書簡』（2008）、セヴォ
スチヤーノフ編『モスクワ－東京、クレムリンの政策と外交』（2007）
、『学術遺産第 31 巻、マ
イスキーの書簡集』
（2005）を主な史料として検討する）。
報告の結論は、さしあたり以下のようなものである。ソ連側はイギリスの対ソ断行によって
衝撃を受け、日本との関係の強化を目指した。中でもロンドンから東京に送られたマイスキー
は、遅れて赴任してきたトロヤノフスキーと組んで、日ソ関係の緊密化に多大な努力を払った。
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歌舞伎のソ連公演は、この点を最もよく示す事件である。この時期、最も重要な問題は満州に
おける日ソ関係の調節であった。マイスキーはこの問題で、1928 年の前半まで日ソ間の「暫定
協定」の可能性をさぐっていた。しかし結局、日ソ間の何らかの協定がソ中関係に悪影響を与
えると考え、この構想を断念した。それでも、ソ連側は 1929 年の段階で対日関係が安定してい
ると見て、全権代表部の政治担当をトロヤノフスキー一人で充分だと判断した。このような認
識は、基本的に満州事変まで続いたと考えられる。

（2）
「日露戦争終焉後のロシアの日本観：外務省と軍部、地方と中央」シュラトフ・ヤ
ロスラヴ（慶応義塾大学大学院）
日露戦争終焉直後、ロシアでは、対日政策及び外交基本方針をめぐる政争は一段と激しくな
った。1906 年に日露協商締結論者のイズヴォリスキー(А.П. Извольский)が外務大
臣に任命され、ロシア外務省は積極的に対日宥和政策を打ち出すことになった。一方、ロシア
海軍及び陸軍は依然として日本に対して強い警戒感を抱き、日本の大規模な軍拡を注意深く監
視しながら、日本が一貫して新たな対露戦争の準備を進めていると確信していた。こうした見
解は特にロシア極東に広まり、プリアムール総督府は極めて反日的な立場をとった。
このような状態には、時期により多少の変化がみられたが、基本的にロシア外務省と軍部の
対日観は大きく違っていた。更に、同じ外務省、陸軍と海軍の中でも、中央と地方のレベルに
おいて日本に対する見方が一致しなかった点は少なくない。在韓ロシア総領事、在日公使･大使、
在日海軍･陸軍武官、在日中財務官など、東アジアに駐在したロシアの代表らは、日露関係や日
本に対して個々に特有の意見を持ち、日本の軍拡や軍事的脅威、対露政策や外交基本方針等々
に関する評価も異なった。
日本の歴史学では、当該時期の日露関係は「例外的に友好的」であったとされている。しか
しながら、日露戦争以降のロシアの対日認識は非常に複雑な性格を持った。時期により、外務
省と軍部、中央と地方の間の不一致が極めて顕著であり、ロシアの対日観は実際には多様であ
った。これが、日露関係の実態、性格及び動向と深く関わっている。日露戦争終焉後、ロシア
と日本は両国関係を著しく改善させ、わずか 10 年余りの間に敵国から同盟国までという非常に
遠い道を急激に歩んだ。そして、1916 年に日露同盟が誕生した。この時期に、外交面ではロシ
アと日本は密接な関係を構築するために努力を重ねた。ところが、両国において様々な勢力特
に軍部はお互いに過度な不信感を抱き、敵対的な見方を持ち続けた。このように、日露双方に
「同盟国」観と「仮想敵国」観が交錯したことが、当該時期の日露関係の最大の特徴であった。
この現象は、日露戦争で敗北し、極東における立場が著しく弱体化したロシアにおいて特に
顕著的であった。このため、報告者は、ロシアの対日政策に関わった主な政治アクターの日本
観を考察することは、極めて重要な課題であると考えている。本報告において、多量のロシア
側の一次史料に基づき、ロシア外務省、軍部（海軍と陸軍）
、プリアムール総督府などの対日立
場や対日観を詳細に分析し、当該時期の日本観を多面的な構造で提示するつもりである。

共通論題 2「近現代ロシアの都市と文化」
（1）「1930 年代モスクワの都市文化と都市的共同性」報告者：松井康浩（九州大学）
「政治・経済・文化の中核をなす人口の集中地域」
（広辞苑）と一般に定義される「都市」は
時代や地域を問わずに遍在してきたが、近代の幕開けは都市のあり方を様変わりさせた。都市
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論の知見を参照すれば、古代や中世の都市が城壁により周辺地域から視覚的にも隔離された存
在であったとすると、近代以降、文明を牽引する都市は大量の人口を受け入れてその境界を拡
げ、やがて都市的なるものが全体社会を覆い、都市と農村の境界線が曖昧となったのである。
もっとも、その中にあって、大都市は権力・富・文化の中心として屹立し、新しき魅力を絶え
ず産出する特別なトポスであり続けた。
ソヴィエト・ロシアの諸都市は、1920 年代末からの工業化と農業集団化を背景に比類なき規
模で膨張した。例えばモスクワは、1928 年 1 月から 33 年 1 月までの 5 年間に約 150 万人
（70％）
の人口増を経験し、
「ハイパー都市化」
（T・コールトン）現象に直面した。都市人口の急増が引
き起こす諸問題を懸念したソヴィエト政権は、1932 年末に国内パスポート制度の導入を決定し、
居住資格を持たない住民を各都市から放逐した上で、新たな人口の流入を制限する。これは、
都市住民のみを対象とした配給制度ともあいまって、ソヴィエトの諸都市に不可視の「城壁」
を築くものであった。この「城壁」は一時期その効力を発揮したものの、30 年代後半には都市
への人の流れが再開する。総じて言えば、1930 年代のモスクワは「農民のメトロポリス」（D・
ホッフマン）と化したのである。
急激な都市人口増の背景には、無論、都市に豊富な雇用・教育機会と、その反面での農村の
疲弊という要因があったが、都市が放つ新しき魅力も見逃せない。1935 年から漸次配給制が廃
止されるに伴い、品ぞろえが豊富な「モデル商店」が次々と都心に誕生し、新たな消費文化の
誕生が喧伝された。その他、1930 年代に入り華やかさを増した各種の祝祭行事も都市の魅力の
一つであった。当時を記した農民の日記や回想には、メーデーデモや 10 月革命記念行事に魅惑
された記述が少なくない。モスクワを中心に各都市に生まれた「祝祭文化」（K・ペトロネ）が、
新しいソヴィエト人の創造を企図するものであったことは言うまでもなかろう。
本報告は、祝祭行事という 1930 年代モスクワにおける都市文化の一つを切り口にしながら、
地域社会や住宅レヴェルでの祝祭行事への取り組みを紹介することで従来の議論に新たな知見
を加え、さらに、集合住宅というすぐれて都市的な特徴を具現した生活世界に密着することで、
スターリン体制下の都市的共同性の一端を浮き彫りにしたい。

（2）
「過渡期のロシア都市 1921～29」
（仮）報告者：池田嘉郎（新潟国際情報大学）
第一次世界大戦と革命・内戦の 7 年間を経て、ネップ期のロシアでは都市生活が急速に復興
を遂げた。では、ボリシェヴィキが支配するネップ期のロシア都市は、どのような新しさをも
ち、そしてどのような問題を抱えていたのであろうか。本報告では、①国家統治の中で都市が
果たすべき役割、②都市行政に現れた政権の政治文化、③都市文化と身体観、という三つの切
り口から、この問いへの答えを探っていきたい。
1920 年代、復興する都市社会を前にして、ボリシェヴィキ政権には解決すべき三つの課題が
あった。第一の課題は、国家統治全体の中で、都市が果たすべき役割を再確定することである。
伝統的にロシアの都市は、国家全体の発展戦略に従属し、それに即して役割を与えられてきた。
とくに 19 世紀末以降は、国家行政と都市行政の一元化が進められた。ボリシェヴィキ政権のも
とではその趨勢がさらに強まり、なおかつ、都市部と農村部の行政の一元化すらも推進された。
こうした一元的な行政機構体系の中で、内務人民委員部の行政官や各地の県執行委員会の活動
家は、都市（行政）独自の役割を、どのようなものとして捉えていたのであろうか。
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第二の課題は、都市インフラストラクチャーの整備である。これは単なる技術的な課題なの
ではない。ボリシェヴィキ政権は都市インフラ整備と運営のことを、とくに「都市経営」
（коммунальное хозяйство）と呼んだ。元来これは、19 世紀ドイツの自治体政策から帝政期のロ
シアに入ってきたもので、都市と国家の関係をめぐる様々な議論と不可分の概念であった。そ
のため、ネップ期のロシアにおけるその実践を見ることによって、都市と国家の役割分担や、
あるべき都市空間の姿をめぐる、ボリシェヴィキ政権の認識に光を当てることが可能となるで
あろう。
第三の課題は、「新しい人間」の創出につながるような、都市文化の創出である。この点では
ネップ期のボリシェヴィキ政権はたいした成果を収めることができず、もっぱら現実の都市文
化を退廃的といって非難するばかりであった。だが、そうした「退廃」は、それ自体が歴史的
な所産なのであった。つまり、いわゆる「病理現象」の背景には、19 世紀後半以来の自律的な
都市文化の成長、それに戦争と革命による規範の解体と社会の野蛮化があったのである。とり
わけフーリガニズムや開放的な性道徳には、人々の身体観の変化が反映されていた。では、こ
うした歴史的な遺産を引き受け、理想的な都市文化と身体観へと人々を誘導していくために、
ボリシェヴィキ政権はいかなる都市政策を実現しようとしたのであろうか。

（3）
「近代サンクトペテルブルクのメディアの系譜：科学観の分析を中心に」報告者：
巽由樹子（日本学術振興会特別研究員）
都市と文化」の問題は、近年の革命前ロシア史研究で関心を集めている比較的新しい分野で
ある。本報告は、その研究史を紹介した上で、19 世紀後半ペテルブルクの出版メディアについ
ての試論を行なうことを目的とする。
1980 年代までの近代ロシア社会史は一般に社会経済史的な性格が強く、その主要な関心対象
は農民であった。しかし社会史研究の世界的な潮流は、アナール学派やカルチュラル・スタデ
ィーズなどの影響のもと、生活文化から政治文化まで、「文化」を分析の切り口に据える方向へ
と進む。このような文化史への転回がソ連の消滅という出来事と重なった結果、1990 年代以降
の近代ロシア社会史研究はその主題を大きく変容させ、特に都市中間層の生活文化に注目する
ようになった。
こうして現れた「都市と文化」の研究群は、大きく二つの体系に分けられる。その第一が、
近代ロシアに「市民社会」的な要素、すなわち自律性の高い公衆を見出すものであり、第二は、
大衆文化時代の前史にあたるものとして、都市民の受動的な知覚や娯楽・消費性向に力点を置
くものである。ロシアではブルジョワジーの台頭が 1917 年の革命で途絶するため、第一の研究
群では革命の前後で方法と対象に断絶が生じざるをえないのに対し、第二の研究群、すなわち
大衆文化論のアプローチは、革命を超えて 1920－30 年代までを分析の射程に入れることができ、
それがその魅力の一つとなっている。
さて、その後者の議論においては、大衆文化を形成したものの一つとして視覚メディアがと
りあげられる。この役割を特に木版出版物ルボークに見出し、ロシア性、農村性と結びついた
ロシア独自の大衆視覚芸術の系譜論を支持する研究もある。だがルボークがモスクワを中心的
な出版地としたのに対して、ペテルブルクには「厚い雑誌」と絵入り雑誌という別の全国メデ
ィアがあった。このペテルブルクの出版メディアは 19 世紀半ばに相次いで現れたものだが、そ
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の盛衰に着目することで、テキスト・メディアから視覚メディアへと至る別の系譜と、ロシア
性の異なった現れ方が明らかになるのではないかと考えられる。本報告はこうした問題意識か
ら、第一に 1860－70 年代にかけてのペテルブルクでの出版人の交替を、第二に「厚い雑誌」と
絵入り雑誌の論理の相違をその科学観を例に検証し、近代ロシアの「都市と文化」の議論に新
たな知見を加えることを試みるものである。
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＜事務局から＞
大会プログラムと大会に関する情報はロシア史研究会のホームページ
（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssrh/）に掲載しています。また、共通論題・自由論題・パネ
ルの報告者のフルペーパーをこのホームページからダウンロードできるようにする予
定です。報告者には、9 月 20 日までに事務局に送付するよう依頼しており、到着した
ものから順次掲載します。大会に関する新着の情報やプログラム等の修正・訂正につい
ては、上記のホームページにも随時掲載しますが、最新の情報は、ロシア史研究会のブ
ログページ（http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/p/jssrh/）で最初にお知らせします。報告ペー
パーの掲載・更新状況もこのブログページで確認できます。こちらも必要に応じて参照
してください。
今年の総会では、各種議題に加えて委員会の改選を行います。初日の自由論題１の終
了後に開催する総会にも是非ご参加ください。総会に出席できない方の中で、議決を議
場の出席者に委任される場合は、後述の返信はがきに署名して下さい。
今年は、両日ともに弁当など昼食の手配を事務局では行いません。10 日（土）は生
協食堂などの学内施設を利用できます。2 日目は日曜日のため学内施設は営業していま
せんが、飯田橋または市ヶ谷の周辺に飲食店、コンビニエンスストアなどがあるので、
各自でご用意下さい。
返信用のはがきを同封しました。出席者の把握と、欠席者については上記の委任の意
思確認のためのものです。大会当日に配布する報告者のレジュメの準備と、懇親会の準
備のために、出席者の概数を把握する必要がありますので、出欠のご予定をお知らせく
ださい。事務局では、9 月 20 日までに出席予定者数を把握する必要がありますので、9
月 15 日までに投函してください。よろしくお願いいたします。
以上、大会の開催全般に関わることについてのお問い合わせは、事務局宛
（jssrh-office(at)tufs.ac.jp）にお願いします。
例年は 9 月発行のニューズレターで新年度の会費の請求を行っておりますが、今年は
事務作業の都合上、別の機会に 2009/10 年度会費の請求書と振替用紙をお送りするこ
とにします。これまでに請求書をお送りした 2008/09 年度またはそれ以前の会費を未
納の方は、郵便振替「東京 00150-0-87383 ロシア史研究会」宛に、会費（学生・大学
院生・退職者および非常勤職にある者は 4,000 円・常勤の職にある者は 8,000 円）を
送金してください。
---------------------------ロシア史研ニューズレター
第75号 2009年9月8日発行
編集・発行

ロシア史研究会委員会
〒183-8534
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東京都府中市朝日町3-11-1
東京外国語大学外国語学部
鈴木義一研究室気付
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