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2010年度大会は立教大学で	 
パネルの提案の追加募集中─6月3日（木）締め切り 

ロシア史研究会2010年度の大会準備が始まっています。今年は、10月16(土)、17(日)

の両日に立教大学で開催されることになりました。すでに「自由論題」6本と「パネル」

１件の申し込みがありました。大会の共通論題の一つとして「１９世紀後半から第一次

大戦勃発時までのロシアと東アジア世界(仮題)」を企画しています。この企画が目的と

するものは、この時期に国家としてのロシアが、東アジアの周辺諸国家との関係をどの

ように構想し、いかなる関係を生み出したのか、またそこでの経験がその後のロシア（と

周辺諸国）の歴史にどのような意味を持ったのか考察することです。ここでは、日露戦

争、シベリア出兵というような個別の事件を扱うのではなく、より広い文脈の中で東ア

ジア世界とロシアとの歴史的関係を捉えたいと思います。第二の共通論題として「啓蒙

と専制(仮題)」というテーマで企画し、発表者などを人選中です。	 

	 パネルについては、すでに1件の申込みがありましたが、さらにパネルの追加募集を

行うことになりました。募集の締め切りは6月3日（木）です。パネルの提案は、事務局

のアドレス（jssrh-office(at)tufs.ac.jp）宛までお送り下さい。
2009年5月8日	 

ロシア史研究会委員会

<ロシア史研例会報告>

2010年に入ってソビエト史研と共催で、二回の例会が開催されました。	 

（写真は2010年1月の例会の模様	 /	 梶	 雅範	 撮影）	 
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＜例会	 2010年1月＞	 

富樫	 耕介（東京大学総合文化研究科国際社会科学専攻国際関係論コース博士課程）	 

「チェチェン・マスハドフ政権の戦後平和構築の試みと挫折（1997-99）」	 

日時：2010年1月23日(土)	 午後3時	 

会場：東京大学法学部3号館203号室（東京都文京区本郷7-3-1）	 

以下は、報告なさった富樫氏による報告要旨です。	 

富樫	 耕介	 

ロシア史研・ソビエト史研共催の「１月例会」で研究報告の機会を得ましたが、ここ

では当日の報告内容などについてご紹介させて頂きます。報告のタイトルは「チェチェ

ン・マスハドフ政権の戦後平和構築の試みと挫折（１９９７－９９）」で、報告の目的

は、チェチェン・マスハドフ政権の戦後平和構築の試みについて明らかにする事、また、

これが如何なる状況及び理由で失敗したのか考察する事でした。

	 報告では、まず第一次紛争の経緯を取り上げた後、紛争後に選出されたマスハドフ政

権を待ち受けていた課題について、政治・経済・社会に分類し取り上げました。次に、

これらの問題に対しマスハドフが如何に取組んだのかを、その戦後平和構築の四つの特

徴（①対露関係の現実的見直し、②反対派勢力の政権への登用、③積極的な経済協力構

想、④「外交」による問題解決の試み）からまとめました。	 

	 まず①について、マスハドフの対露外交は「独立ではなく主権」を目的とした形で展

開され、当初ロシアとの間に諸合意に至る事に成功したという事実を取り上げました。

次に②では、マスハドフが形成した内閣は、当初、親露派や穏健な独立派などを含み多

様な構成による内閣であったという事実を明らかにしました。③に関しては、パイプラ

インの中継地というチェチェンの戦略的位置づけを最大限に活用し、マスハドフ政権が

南北コーカサスの経済統合を目指したという事実を明らかにしました。④では、マスハ

ドフは先進国の投資を集める為、積極的な「外交」を展開した事実を明らかにしました。

最後に、これら戦後平和構築の失敗について①ロシアによる支援の欠如、②チェチェ

ンの急進独立派・過激派による妨害という視点からまとめました。

当日フロアからは様々なご質問・ご指摘を頂きました。特にチェチェン研究の先人で

ある漢陽大学・玄氏は、資料の信頼性の問題などについて提起され、また群馬大・野田

氏は、戦後平和構築という概念の問題点などについて指摘された上で、様々な助言を下

さいました。他の先生からも多くのご質問と助言を頂き、報告者にとって非常に充実し

た日となりました。	 

＜例会	 2010年3月＞	 

瀧口	 順也（PhD,	 マンチェスター大学）	 
「ボリシェヴィキ党大会（1918‐1927年）―	 新たなアプローチと視点からの再考：「政

党集会」の文化史」	 

日時：2010年3月13日(土)	 午後3時	 

会場：東京大学弥生総合研究棟研究会室Y505号室（東京都文京区本郷7-3-1）	 

以下は、報告なさった瀧口氏による報告要旨です。	 

瀧口	 順也	 

	 1918 年から 1927 年の間、ボリシェヴィキの党大会は 1926 年を除く全ての年で開

催され、党およびソヴィエト国家の重要な意思決定機関として機能していた。1920 年

代初頭までの党大会では、党の指導部が主導権を握ってはいたものの地方の党組織から

の代議員にも発言権は与えられており、各年の重要懸案に関して比較的開かれた議論と

投票による意思決定が行われていた。一方、1920 年代中頃からの党大会はプロパガン
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ダ行事としての要素を強め、1927 年の第十五回党大会は党の結束を誇示するボリシェ

ヴィキ政治劇場へと変貌していた。	 

ソ連初期のボリシェヴィキ党大会について、これまで多くの歴史家や政治学者が各

大会に於ける討論の詳細や政策の決定過程、またその政治的意義、党内闘争の帰結など

を考察してきた。党大会をボリシェヴィキ政治史におけるメルクマールと捉え、それぞ

れの党大会での演説や討論、党大会後のパワーバランスの変化などを考察してきた。	 

しかし、既存の研究の中では、各大会に参加した残りの 1000 人近い地方からの代

議員（デレゲイツ）は単なる「聴衆」としか認識されていない。ソ連全土から集結する

各地域の代議員が党大会をどのように経験し、その影響はどのような形で表出されたの

か、という視点は考察の対象とされていなかった。	 

本報告では、党大会に参加した代議員を党大会の「能動的なアクター」とみなし、

代議員を軸に据えた党大会の再検討を試みた。そこから、党大会は単に「政治集会」で

あるのみならず、誕生したばかりのボリシェヴィキ政権にとって重要なプロパガンダ機

能とソヴィエト的な啓蒙機能を有した「文化事業」でもあった事を論証した。同時に、

代議員にとって党大会への参加は、ソヴィエト国家建設の軸であった「ボリシェヴィ

キ・アイデンティティ」の構築を促進させる契機でもあった事を指摘した。

このような視点を用いて十月革命から十年間の党大会を考察する事で、新たなボリ

シェヴィキ党大会史像を提示した。また、ボリシェヴィキ党大会研究を発展させる意義

と、その可能性についても論考を行った。

新委員会が発足	 
	 2009年度総会の際に実施された委員選挙をうけ、11月14日（土）に新旧委員会の引

継ぎを行いました。さらに規約に従って、4名の委員の補充をしました（下表の下線）。

確定した新委員会の構成と役割分担は以下の通りです。なお、前号のニューズレターで、

伊賀上委員のお名前を「菜穂子」としてしまいました。正しくは「伊賀上菜穂」です。

お詫びして訂正します。	 

委員長：	 内田健二	 

事務局	 

・事務局長：	 鈴木義一	 	 ・ニューズレター：	 梶	 雅範	 	 ・名簿：	 野田岳人

・総務	 長縄宣博

会計：伊賀上菜穂

雑誌編集：	 根村亮（編集長）、巽由樹子、松井康浩、吉村貴之

企画：	 土肥恒之、横手慎二、ポダルコ・ピョートル

例会：	 高津千津子、濱本真実

	 事務局は引き続き、東京外国語大学外国語学部	 鈴木義一研究室に置かれます。	 
連絡先は〒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
義一研究室気付です。	 

新委員会の紹介（五十音順）※一般公開のために、一部削除しました（2018年10月14日）

①所属	 	 ②連絡先	 	 ③専門分野	 	 ④抱負	 	 ⑤各担当事項に関する連絡

伊賀上菜穂（会計）

①中央大学総合政策学部

②〒192-0393	 東京都八王子市東中野742-1	 中央大学総合政策学部

③民族学およびシベリア、極東の農村研究・移住史

④初めて委員になりました。不慣れですがよろしくお願いします。
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内田健二（委員長）	 

①大東文化大学法学部
②〒175-8571	 大東文化大学法学部

③ソ連政治史
④様々な面で忙しく使われる年齢になったというのが率直な感想です。抱負は委
員長挨拶に記したとおりです。

⑤大会成功に向けて、多くの提案をお願いします。
梶	 雅範（ニューズレター）	 

①東京工業大学大学院社会理工学研究科
②〒152-8552	 東京都目黒区大岡山 2-12-1、W9-79	 東京工業大学

③科学史とくにロシア科学史、日本科学史
④ニューズレターの発行にようやく慣れたきました。順調な発行を目指します。
⑤ニューズレターに、会員の方たちの最近の著作などの情報や自由投稿をお寄せ
下さい。積極的に掲載していきたいと思います。

鈴木義一（事務局長）	 

①東京外国語大学大学院総合国際学研究院
②〒183-8534	 東京都府中市朝日町	 3-11-1	 東京外国語大学

③ロシア・ソ連経済史
④委員がほとんどすべて手弁当で行っている業務が持続可能となるように、この
規模の学会にふさわしい事務局の業務内容とその効率化を検討したいと思います。

⑤事務局宛の連絡は、jssrh-office@tufs.ac.jp	 宛にお願いします。
高尾千津子（例会）	 

①立教大学

②〒171-8501 東京都豊島区西池袋 3-34-1	 立教大学文学部

③ロシア・ユダヤ史

④例会を担当するのは初めてですので、よろしくお願いします。

⑤発表希望をお待ちしています。

巽由樹子（雑誌編集）	 

①東京大学文学部
②
③近代ロシアの出版メディアと読者
④また雑誌編集となりました。
⑤もう一期よろしくお願いいたします。

土肥恒之（企画）	 

①一橋大学大学院社会学研究科
②
③近世社会史、史学史

長縄	 宣博（ながなわ	 のりひろ）（総務）	 

①北海道大学スラブ研究センター
②〒060-0809	 札幌市北区北 9 条西 7 丁目	 北海道大学スラブ研究センター
③
④旧ロシア帝国領内のイスラーム
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④スラ研は全国共同利用施設ですので、事務局での対外関係を担当することになり

ました。微力ながら、お手伝いしたいと思います。

⑤ICCEES 世界大会の日本招致計画と組織としてのスラ研は無関係です。

根村	 亮（雑誌編集）	 

①新潟工科大学工学部
②
③ロシア文化史
④引き続き編集に携わりますが、漸く少し仕事になれてきたというのが正直なと
ころです。

⑤論文はもちろん、書評、新刊紹介の御投稿を歓迎します。
野田岳人（名簿担当）	 

①群馬大学国際教育・研究センター
②〒371-8510	 前橋市荒牧町4-2	 群馬大学国際教育・研究センター
③国際関係論、ソヴィエト民族政策史、チェチェン紛争
④事務局と会計担当の方々と協力して進めていきたいと思います。よろしくお願
いいたします。

⑤郵便物についての連絡です。留学および在外勤務の場合には、郵便物は国内の連
絡先にお送りすることになります。ご了承ください。

濱本真実（例会担当）	 

①人間文化研究機構/東京大学人文社会系研究科
②東京都文京区本郷7-3-1東京大学文学部アネックス
③専門分野	 ロシア・ムスリム史
④私は歳の割にはロシア史会員歴が短く、いろいろ行き届かないところも多いか
と思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

ポダルコ・ピョートル(PODALKO, Petr)（企画）
①青山学院大学国際政治経済学部
②〒150-8366	 東京都渋谷区渋谷	 4-4-25	 青山学院大学	 8－310
③歴史学（世界史、ロシア史、日ロ交流史など）、言語文化学（比較文化）
④他の皆さんと一緒に頑張らせて頂きたいので、宜しくお願いします。
⑤来年の発表会・大会の企画について、皆が応援して多数の提案を出して頂けれ
ば、きっと成功すると思います。

松井康浩（雑誌編集）	 

①九州大学大学院比較社会文化研究院
②〒819－0395	 福岡市西区元岡744番地
③ソヴィエト政治社会史
④これまで委員会活動に携わることなく、ずっとフリーライダー状態だったの
で、地方にいても貢献できる「編集委員」をお引き受けいたしました。根村編集

委員長を少しでもサポートできればと考えています。

横手慎二（企画）	 

①慶應義塾大学法学部
②〒108-8345	 東京都港区三田 2-15-45	 慶応義塾大学
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③ロシア政治外交史

④正直なところ、また委員になって驚いている。余りに就職状況が悪いので、なお

利用価値があると思われたのかとも考えている。ロシア史研究会はいつも前の世代

の胸を借りて、20代、30代の若い世代が飛び出す場であったと思う。その伝統を守

る（復活する？）必要があると思う。

吉村貴之（雑誌編集）	 

①東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

②〒 183-8534	 東京都府中市朝日町 3-11-1 東 京 外 大ＡＡ研 401 号 室

③アルメニア近現代史

④まだ右も左も分からない状態ですが、『ロシア史研究』をますます充実させるた

めに貢献できればと思います。

⑤皆様の論考、書評などの積極的なご投稿をお待ちしております。（その前に、「先

ずは隗より始めよ」ですが。）

<編集委員会より>	 

	 『ロシア史研究』第86号は、5月末の発行を予定しています。本号には、2009

年度大会の共通論題報告1編、投稿論文4編、新刊紹介2点を掲載します。なお、

引き続き投稿論文を募集しておりますので、奮ってご投稿ください。	 

<事務局より>	 

	 現在委員会では、大会のプログラムを検討中です。6 月初旬までには確定する
見通しなので、確定した段階でロシア史研究会のホームページ

（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssrh/）にプログラムを掲載します。また、検討過程
の 情 報 も 含 め 、 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/）で提供します。大会についてのご提
案・ご意見は随時、事務局のアドレス（jssrh-office(at)tufs.ac.jp）宛にお送り
ください。	 

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

ロシア史研ニューズレター

第77号	 	 2010年5月10日発行

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 編集・発行	 	 ロシア史研究会委員会	 	 

〒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	 

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




