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2008年度⼤会が閉幕 

 

（写真は2008年度⼤会1⽇⽬共通論題の模様） 

 

昨年［2008年］10⽉11⽇（⼟）・12⽇（⽇）に開催された2008年度⼤会は、第１⽇⽬を通常

の企画で愛知県⽴⼤学において⾏い、２⽇⽬は名古屋学院⼤学⽩⿃学舎でロシア・東欧学会、

JSSEES、ロシア⽂学会との共催にて⾏うという初めての試みでした。幸いに盛況の内に無事終

了いたしました。会員の皆様の御協⼒に深く感謝いたします。 

2005年度⼤会以降の⼊会者が8名、退会者が7名（うち物故者2名）で、2006年9⽉1⽇の時点

の会員は昨年より1名増の273名でしたが、⼤会初⽇に開かれた総会も、当⽇の出席者53名、⽋

席ながら委任状を提出された会員が40名ということで、定⾜数（正会員の5分の1）を満たし無

事成⽴にいたっております。冒頭で浅岡善治⽒を議⻑に選出した後、⼟屋好古事務局⻑による

会務報告、栗⽣沢猛夫編集⻑による『ロシア史研究』編集状況の報告、会計担当の崔在東⽒に

よる2005/06年度会計報告、監事の鈴⽊健夫⽒による会計監査報告などが⾏われました。 

2008年度総会について 
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 総会は規約第4条で規定された成⽴要件を満たしていることを確認して開会しました。9⽉末

現在の会員数が267名、したがって定⾜数は54名です。出席者59名、委任状を送付した会員が45

名で、合計104名となり定⾜数を超えて成⽴しました。 

 最初に⾼尾千津⼦⽒を議⻑に選出し、続いて会務報告を⾏いました。鈴⽊義⼀事務局⻑が、

事務局の1年間の活動を報告するとともに、例会が2回開催されたこと、ニューズレターは69・

70・71号の合計3つの号が刊⾏されたことを報告しました。また、従来のWebサイトに加えて、

ブログを利⽤したサイト (http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/p/jssrh/) を開設し、新規の情報はこ

ちらで提供するようにしたと述べました。続いて、中嶋毅編集⻑が『ロシア史研究』81号と82

号の編集と刊⾏について報告を⾏いました。次に会計担当の崔在東⽒が会計報告を⾏い、会計

監査委員の塩川伸明⽒と⻑縄光男⽒が会計監査報告を⾏いました。質疑の後に、会務報告、会

計報告、会計監査報告が承認されました。 

 これに続き⼟肥恒之委員⻑が、⽤意された「ロシア史研究会の会費改定について」（資料参

照：下線部は総会の審議で修正された部分）の提案をもとにその趣旨を説明しました。提案の

第⼆項の「会員名簿上の住所を同じくする複数の会員」の会費減額について質疑があり、会費

の減額は会員の権利の制限を意味するものではなく、会誌や例会案内の重複を避けるなど、も

っぱら会員個⼈と会務の便宜を考慮したものであることが強調されました。したがって、この

規定により会費の減額を⾏う場合、当該会員本⼈からの⾃⼰申告によることを確認しました。

また、ここで規定する「複数の会員」の⼀⽅がA会員で、他⽅がB会員の場合、いずれの会費を

減額するか（減額4,000円か2,000か）についても、当該会員の⾃⼰申告によることとしました。

なお、「会誌」とは雑誌『ロシア史研究』とともにニューズレターを含みます。以上の確認を

含めて、会費改定の提案が全会⼀致で採択されたため、今年度（2008/09年度）からこれを実施

することになりました。質疑の中で、今後とも会費納⼊率向上の努⼒を継続する必要があると

いう指摘もありました。最後に⼟肥委員⻑が、次年度繰越⾦が前年度より増加して740万円に上

っているが、これを財源とした「⼤きな事業」の提案について、来年度の「⼤会アンケート」

を実施する際に、会員に打診したいと述べ、承認されました。 

（資料） 

ロシア史研究会の会費改定について 

ロシア史研究会の会費については、1996年10⽉に値上げ提案が出され、正会員のA会

員は8000円、B会員は5000円、そして雑誌会員は3000円に改定され現在に⾄っていま

す。それから⼗余年を経ましたが、歴代の委員会の努⼒などもあって現在ロシア史研究

会の財政事情は⼤きく改善されました。昨年度⼤会の会計報告では、繰越⾦は約620万

円となっており、「なにか⼤きな事業」あるいは「値下げ」という意⾒が出されており
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ます。この問題につきまして、委員会ではいろいろと議論しましたが、前者については

まだ決定をみていません。後者については今後の会員数の変動予測や他学会の会費など

も参考にしながら、以下のような会費の改定を提案することになりました。 

⼀ 現⾏のA会員の会費は据え置き、B会員の会費を4000円とする。 

  雑誌会員の会費も据え置くこととする。 

⼆ 複数の会員が「会員名簿上の住所」を同じくする場合、会員の申請により１名を

超える会員の会費を半額とすることができる。(例えば、⼆名が同⼀住所の場合、

⼀名は正規の会費となり、もう⼀名は正規会費の半額となる。但し、会誌の発送

は１冊のみとなる) 

 三 以上の改訂を今年度(2008/2009年度)から実施する。 

                    2008年10⽉11⽇ 

ロシア史研究会委員会 

2007/08年度ロシア史研究会会計報告（2007.9.1〜2008.8.31） 

前年度繰越  
定期貯⾦  1,354,000 

  銀⾏⼝座    219,055 
    振替⼝座  4,678,425 
    現⾦        41,957 合計  6,293,437 

2007/08年度収⽀ 
収⼊   
 正会員会費   1,928,000  (A会員：1,233,000、B会員：695,000) 
     雑誌会員          136,500 
     雑誌売上         158,894 (国⽴情報学研究所を含む) 
     広告収⼊        135,000 

 ⼤会関連費      27,154 
 銀⾏利⼦         93 合計  2,385,641 

⽀出   
 例会関連謝礼                                   0 
     ＮＬ関連          299,598（67・68・69・70号） 
     雑誌印刷・発送          747,280（81・82号） 
     雑誌発送                15,843 
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     名簿関連                 36,418 
通信費               24,430 

    学会会費(ジエイクリーズ30,000×2年)      60,000 
     ファイル・メーカ9.0購⼊費×2個        70,678 
     その他（事務⽤品など）             7,640  合計  1,261,887 
⼤会関連費（07/08年度）     ＋27,154 

 収⼊                ⽀出   
 ⾮会員参加費   7,000     バイト代        64,000 
 懇親会費        288,000     懇親会費  280,000 
 早稲⽥⼤学補助⾦  110,000      報告謝礼      20,000 
 祝い⾦            20,000     事務        33,846 

   雑誌売上               0     会場代         0 
 計    425,000     計   397,846 

次年度繰越 
 定期貯⾦   1,354,000 
 銀⾏⼝座           206 
 振替⼝座   6,042,945 
 現⾦        20,040 
 合計    7,417,191 
前年度繰越＋収⼊＝⽀出＋次年度繰越＝ 8,679,078 
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＜2008年度⼤会印象記＞ 

⼤会参加記 
⽯井規衛（東京⼤学） 

⼤会初⽇の午前に私が聴いたのは、⿇⽥報告（「中東鉄道収⽤地の形成・⾏政・植⺠：「⻩

ロシア」構想の蹉跌」）と、⾼橋報告（「ブレジネフ時代のソヴィエト・ロシアにおける史跡・

⽂化財保護運動」）、そしてドミートリエヴァ報告（「⽇本の対在満⽩系ロシア⼈政策：1930-1940

年代」）の３本に限られた。いずれも興味深い報告だった。いろいろ質問したいこともあった

が、時間がひどく窮屈であった。これが⼤会の限界なのかもしれない。例会だったならもっと

⾃由に議論できただろう。ところが近年、業績⽬録に記載することの可不可を基準にして若⼿

研究者が例会発表を敬遠しがちであると、ごく最近知った。なるほど、「ロシア史研究会」の

「格」の上昇をあくまで慶賀すべきなのだろう。それにしても例会の「地位」もずいぶんと低

下したものである。悩ましいことである。

 その⼀⽅で、懇親会の場で和⽥（春樹）さんが⾔っていたように、いずれも⽇本とロシアの

「接点（⾯）」をテーマとする研究者だったとはいえロシア⼈が報告や、リプライや、コメン

トを、みごとな⽇本語でおこなっていたことがいたく印象的であった。

午後には原暉之主宰のシンポジウム「シベリア出兵再考」に出席した。原の名著『シベリア

出兵』とは、国境を跨る広域（リージョン）での戦史、外交史、各国の内政史などが交差する

様を活写した作品であった。しかも⺠衆運動や⾰命運動をベースにしているところが、細⾕千

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。
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博の『シベリア出兵の史的研究』とも異質であるし、⻑⾕川毅⽒の『暗闘』とも対照的である。

むしろ和⽥春樹『朝鮮戦争』の世界にやや近いのかもしれない。だがなによりも同書は、⼀つ

の完結した世界だったのである。そうした作品を知的関⼼や史料利⽤の状況が当時とは随分異

なっている現在、はたしてどのように再考するのだろうか、はたして再考可能なのか、などと

漠然と考えながら聴いていた。それぞれが専⾨性の⾼く、まとまった個別研究の共同作業を原

は構想しているのかもしれない。しかしながら、利⽤可能な史料が増え、個別研究が積み重ね

られて個々の局⾯は詳しくなるが、かえって原の完結的な世界の整合性が崩れてしまわないか。

若⼲の意外感を覚えたのだ。「再考」であるならば、「８９年本」との違いも含む⽅法論を充

実させた共同作業のガイドラインのような総論を、まず原から聴いてみたかった。結局、シン

ポジウムのタイトルを「再考」ではなく、「シベリア出兵研究の新展開」とした⽅が良かった

のではなかろうか。 

 翌⽇の午前は、パネルＡ「ロシア専制の歴史的考察」の⽅に出席し、もう⼀つのパネルは⽋

席を余儀なくされた。なぜ⼆つのパネルを並⾏して開いたのか、その理由がよく分からない。

同⽇午後の「四学会共同シンポジウム」を最後まで聴いた上での印象なのだが、その時間帯に

Ａ、Ｂどちらかのパネルをロシア史研究会が独⾃に開いてもかまわなかったのではなかろうか。

そう⾔いたくなる程、残念であり不可解であった（2008年12⽉1⽇記） 

2008年度ロシア史研究会⼤会参加記 

左近幸村（北海道⼤学⼤学院博⼠後期課程） 
私が初めてロシア史研究会の⼤会に参加したのは2003年度だった。それ以来、2006年度を除

くと毎年⼤会には出ているので、今回で5回⽬の参加ということになる。 

今⼤会で⼀番印象に残ったのは、2⽇⽬午前のパネル「ロシア専制の歴史的考察」である。正

直に告⽩すると、最初このパネルの計画を⽿にしたときは、はたしてパネルとして成⽴するの

か少し不安だったが、実際にはまったくの杞憂であった。各報告者が各々の視点から「国家と

社会」という難題に取りくみ、その結果、ロシア専制の変容過程が⾒事に浮かびあがっていた。

こうした⼤きな課題は個別報告では扱いづらく、まさしくパネルならではの試みである。私は

この世界に⼊ってまだ間もないが、⼀貫した問題意識の中で各報告が個性を絶妙に発揮してい

たという点で、私がこれまでに聞いたどのパネルよりもパネルとしての完成度が⾼かったと感

じた。パネリストの諸⽒にはぜひこの試みをこれからも続けてほしいし、今後の⼤会の共通論

題にとっても参考にもなるだろう。 

さて、2⽇⽬午前のパネルが印象深かったのは、そのパネルとしての完成度のみならず、中⾝

が初⽇と好対照をなしていたからである。私は帝政期のロシア極東を研究しているので、初⽇
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はもっぱらロシア極東史関連の報告を拝聴した。ロシア極東の地理的な特性上、程度の差はあ

れいずれの報告も東アジア史との関連を持つものであったし、特にパネル「シベリア出兵再考」

は⽇本史の⽅を報告者として呼ぶなど、そのことを明確に打ちだしていたように思う。⼀⽅、

「ロシア専制〜」はパネリストが全員同⾨ということもあって、⻄洋史学という枠組を強く感

じさせるものであった。このことはロシア史の可能性の広がりを感じさせるものであると同時

に、下⼿をするとロシア史の分裂を招きかねない、「両刃の剣」的危険性も感じさせるという

のは、穿ちすぎだろうか（さらに⾔えば、今⼤会では報告はなかったものの、中央ユーラシア

の存在も忘れてはならない）。近年何かと⾝の回りで⼀国史批判を聞くこともあり、ロシア史

の多⾯性を実感しつつ、その枠組の有効性について（私⾃⾝はその有効性を最終的に認める⽴

場なのだが）考えてしまった。 

最後に、今⼤会の⽬⽟であったと思われる２⽇⽬午後の共同シンポジウムについて。これも最

初プログラムを⾒たときはどうなることかと思ったが、実際に聞いてみるとそれなりに楽しめ

た。さすがに各分野を代表する４⼈（司会者も含む）だけあって、語り⼝がうまく、それぞれ

のロシア観や体験談も興味深かった。しかしその⾯⽩さは、最後に和⽥春樹⽒が⾔われたよう

なディシプリンの相互乗り⼊れに基づくものではなく、あくまでも各⼈の語り⼝のうまさと個

⼈的信頼関係によるものだったと思う。マスコミ向けということもあり講演に近い形式になっ

たのかもしれないが、次回共同シンポジウムを⾏う際は、ディシプリンをもとにした学術的な

対話を期待したい。 

〈2008年12⽉例会記録〉 

2008年12⽉20⽇(⼟) 午後3時から東京⼤学法学部3号館203号室(東京都⽂京区本郷

7-3-1)にてロシア史研究会とソビエト史研究会の共催で例会が開催されました。報告者

は松本⻭科⼤学の⽊村雅則⽒（ロシア史研究会雑誌会員）でした。以下は報告者⾃⾝に

よる要旨です。なお⽊村⽒の関係論⽂が、『⽐較経済研究』Vol. 43, No. 1, 2006, pp. 11-24

（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaces/V43-1_02.pdf）にあります。
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（報告要旨）⽊村雅則「ネップ期経済体制の特質とスターリン体制への移⾏」 
報告では体制移⾏の進化論的アプローチを提起した。ある社会はそれ固有の諸エレメントから

構成される。これらエレメントはいわば社会的遺伝⼦と考えられる。ある環境のもとではそれ

らの⼀部が顕在化，前⾯化し，⼀部は潜在化する。環境が変化すれば，顕在化または潜在化す

るエレメントは変わり，あるいは変異する。そのようなものとして社会システムの変化を捉え

うる。ネップ期社会はそれまでのロシアの歴史的過程からパターナリズム，共同体的諸関係，

組織的動員主義を受け継ぎ，これらにコーポラティズム，近代合理主義を移植して形成された。

ネップ期後半の閉鎖化と⼯業化＝強蓄積に伴う⾼圧⼒のもとでこれらのエレメントのうちパタ

ーナリズムと組織的動員主義は統合されて強権的領導主義に具現化し，近代合理主義は社会的

合理主義に変異した。他⽅，コーポラティズムは形骸化し，共同体的諸関係は底辺に沈潜化し

た。

 こうしたことは社会諸集団の相互関係の変化を通して実現される。ネップ期の都市における

主⼒集団は党アパラチキ，経済機関スタッフ，労組，⻘年組織からなるが，デフレ政策の下で

の強引な蓄積と⼤量失業は経済機関と労組，⻘年組織の協調関係に深刻な⻲裂を⽣じさせた。

党アパラチキは⻘年層を取り込んで，経済機関の経営者層，次いでは労組を弱体化させ，それ

らを⽀配下においた。こうしてスターリン体制へ移⾏した。 

〈会員投稿〉 
サラトフのロシア⾰命国際学会

池⽥嘉郎（新潟国際情報⼤学） 
ロシア史研究所の古い友達であるサラヴァト・イスハーコフが、サラトフでロシア⾰命の学

会をやるのでお前も来ないかと誘ってくれた。学部⽣のときにドナルド・ローリーの『ヴォル
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ガの⾰命』を読んで以来、いつかサラトフを訪ねてみたいと思っていたので、⼆つ返事で⾏く
ことにした。主催はロシア科学アカデミーの「社会改⾰・社会運動・社会⾰命学術評議会」（1999
年、ここに「ロシア⾰命史学術評議会」が併合された）ほかであるが、この評議会は現在、ほ
とんどイスハーコフ⼀⼈の努⼒によって⽀えられている。今回の学会も、節⽬ごとに研究の総
括を⾏なってきた「ロシア⾰命史学術評議会」の伝統を絶やすまいとする、彼の使命感で開か
れたようなものである。 
 国際学会「ロシアの1917年と内戦：新しい史料・アプローチ・視点」は、2008年8⽉28⽇‐
29⽇の⼆⽇間、サラトフの州⽴郷⼟史博物館において開かれた。20数⼈が報告したが、そのほ
とんどは沿ヴォルガおよびウラルの研究者であり、ほかにポーランドと⽇本から1名ずつが参加
した。「ロシアの1917年と内戦：権⼒闘争」、「農⺠⾰命：地⽅の次元」、「内戦下の⽇常⽣
活」、「歴史の記憶の中の内戦」の4セクションが順次もたれた。全体的な傾向としては、⾔葉・
祝祭・映画などの表象、農⺠運動参加者や軍活動家の⾏動様式と⼼理、さらに活動家や⼀市⺠
の個⼈史といったテーマが⽬⽴った。いわば、⾰命・内戦を社会崩壊の極限状況と捉えたうえ
で、個⼈また集団の経験を多様な⾓度から再検討しようというのが、参加者の多くが⽬指して
いたものであった。 

個々の報告者では、沿ヴォルガ・ドイツ⼈の運命を追ったアルカージー・ゲルマン（サラト
フ）、コムウチ（憲法制定会議議員委員会）に対する農⺠の反応を論じたアンドレイ・カリャ
ーギン（サマーラ）、第⼀次⼤戦時の応召に関する研究の著者で、1919年の農⺠運動の特徴を
分析したアントン・ポサツキー（サラトフ）、同じく農⺠運動の動機を分析したオリガ・スー
ホヴァ（ペンザ）などが印象に残った。スーホヴァは、沿ヴォルガの農⺠運動の研究者ゲラシ
メンコの弟⼦だということであるが、ソ連期の権威である師、ペレストロイカのただなかに研
究⽣活に⼊った⾃分たち、ソ連崩壊後に出てきた後輩たちの世代間格差は、どうにも埋めがた
いものであるといった話を聞かせてくれた。
 そうした新しい世代に属する院⽣たちも、精⼒的に報告し、活発に議論を交わしていた。な
かでも⾚⾊旅団⻑たちの叛乱を論じたヴャチェスラフ・ヤシチェンコ（ヴォルゴグラード）は、
頭のいい⼈であった。議論のなかで彼は、ボリシェヴィキが内戦で勝ったのはひとえに⾷糧徴
発を実現できたからであり、⾷べていた⽅が「⽣物学的な⼒がより勝ったのは当然のことだ」
とさらりと⾔ってのけた。 

私は「内戦下の⽇常⽣活」セクションで、1920年の⽣産プロパガンダとソヴィエト市⺠の形
成について報告した。ボリシェヴィキの労働観の特徴、農村コミューンの役割、コロレンコの
思想の影響などが質問に出た。私のひとり前の報告者マリヤナ・デカーノヴァは、サマーラ⼤
学の院⽣であったが、⾰命側と反⾰命側の祭典について論じた。ボリシェヴィキが多様な⽂化
的要素をうまく利⽤しえたのに対して、⽩軍側は理念を軽視し軍事⼒を重視していたため、体
系的な祭典を展開することができなかったというのが結論であった。私の知る限り⽩軍側の祭
典に関する研究は皆無に近いので、彼⼥の報告は⼤いに刺激的であった。私たちは友達になり、
会議の合間にフォン・ゲルダーンやオズーフについて熱⼼に語り合った。 
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最後にイスハーコフが、近年の研究を総括した。その⼤要を以下に記したく思う。「近年、イ
デオロギー的な制約や⾏政的な圧⼒が再び感じられつつある。われわれの仕事も低調で、1905
年⾰命の100周年にも、1917年の90周年にも、何もすることができなかった。だが、⼤事なこ
とはアカデミズムを堅持することだ。先⽇、ロシア⾰命と内戦に関する4巻本の百科辞典が出た。
これは⾼い学問的⽔準に⽴つものであるが、残念ながら⾰命史の専⾨家はそこには関与してい
ない。だから―と彼は⾔った―1917年の100周年には、われわれ歴史家が頑張らなければならな
い。われわれの仕事が基礎となるようにしなければならない」。 

＜事務局からのお知らせ＞ 

2008/2009年度会費の請求 
今年度の会費の請求書と郵便振替⽤紙を同封しました。請求額をご確認の上、お⽀払い下さい。 

2008年10⽉11⽇の総会で会費の改定を⾏いました（2ページ参照）ので、今年度からこれが適
⽤されます。B会員の年会費は1,000円減額されて4,000円となりました。すでに今年度の会費を
前払いで5,000円お⽀払いいただいている⽅については、1,000円分を2009/10年度の会費の⼀部
に充当します。また、「会員名簿上の住所を同じくする複数会員」で減額を希望される⽅は、
申告をして減額された会費額をお振込み下さい。 
 昨年以降、就職・異動・退職などにより会費区分の変更が必要な⽅は、ご連絡下さい。A会員
とB会員の区分は⾃⼰申告に基づいて決めることになっています。会費区分変更や減額について
の届出は、郵便振替⽤紙の通信欄を利⽤されるか、電⼦メールにてjssrh-office(at)tufs.ac.jp宛にお
送り下さい。 
⼤会アンケートについて 
 2009年度⼤会についてのアンケートを同封いたしました。⼤会の企画について、ご意⾒をお寄
せ下さい。また、昨年の⼤会の時に委員⻑が提起したように、ストックされた資⾦を財源とし
た事業について提案がある場合は、これをあわせてご記⼊下さい。アンケートの送付先は、 
〒183-8534 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 
ロシア史研究会事務局 です。郵送料はご負担下さい。このアンケートと同じフォームをロシ
ア史研究会のWebページに掲載しますので、メールにてお送りいただくこともできます。
著書の寄贈について
 著者または出版社から、下記の書籍の寄贈を受けました。『ロシア史研究』編集部にて書評
の依頼を検討中です。 

・斎藤君子『モスクワを歩く―都市伝説と地名の由来』東洋書店、2008年

・酒井明司『資源大国ロシアの実像』東洋書店、2008年

・塩原俊彦『ネオKGB帝国―ロシアの闇に迫る』東洋書店2008年

(以上すべて「ユーラシア選書」)

・日ソ・日ロ経済交流史出版グループ編著『日ソ・日ロ経済交流史―ロシア・ビ

ジネスに賭けた人々の物語』東洋書店、2008年

・森永貴子『ロシアの拡大と毛皮交易―16〜19世紀シベリア・北大西洋の商人世
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界』彩流社 、2008年
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