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ロシア史研究会 2011年度大会特集号 

⻘⼭学院⼥⼦短期⼤学にようこそ! 

 
青山学院女子短期大学北校舎（大会会場）/村知稔三撮影 

 

すでにお知らせしたように、ロシア史研究会 2011 年度の大会は、10 月 22 日(土)、23

日(日)の両日に青山学院女子短期大学（〒150-8366 東京都渋谷区渋谷 4-4-25）で開催

されます。多くの会員の方の参加をお待ちしています。 
 

［アクセス］渋谷駅東口より徒歩 15 分（JR 線・東急東横線・東急田園都市線・京王井の頭

線・副都心線）：青山通りに面した青山学院正門から直進し、前号のニューズレターの表紙に

ある間島記念館を左へ進むと会場です。地下鉄表参道駅B3出口より徒歩5分（銀座線・千代

田線・半蔵門線）：青山学院東門(幼稚園・短大門)からの入構が便利です。ただし、この門は 2
日目（23日）のみ正午～午後 5時の開門ですので、午前中からお越しの場合は正門を経由し
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てください。青山学院女子短期大学の Web ページ 

（http://www.luce.aoyama.ac.jp/access/index.html）も参照してください。 

ロシア史研究会 2011 年大会プログラム 

初日（10 月 22 日）と 2 日目（10 月 23 日）午前は北校舎 2 階が、2 日目午後は図書館棟 4
階が会場となります。両会場は内部で繋がっています。ただし、2日目午後は多数の非会員の

参加が予想されるので、図書館棟 4 階に直通する入口を設け、案内役を配置します。 
キャンパスマップが大学提供の Web サイト 
 http://www.luce.aoyama.ac.jp/campusmap/index.html 
に掲載されています。 
 
10 月 22 日（土曜日）北校舎 2階 
 A 会場（N204 教室）  B 会場（N205 教室） 

10:00 
～10:55 

自由論題 1 
左近幸村（北海道大学スラブ研究
センター・GCOE 共同研究員）「日
露戦争後の義勇艦隊と東亜汽船：
航路網の再編に見るロシア帝国の
東と西」 
コメンテータ：イーゴリ・サヴェ
リエフ（名古屋大学） 

自由論題 4 
藤沢 潤（東京大学・院）「ブレジネ
フ外交の岐路―旧東独史料からみる
1970 年代ソ連外交」 
コメンテータ：金成浩（琉球大学） 

11:00 
～11:55 

自由論題 2 
エレーナ・ドミートリエヴァ（岡
山大学・院）「在満白系ロシア人
中学校への「新学制」導入問題：
白系ロシア人社会と「満洲国」文
教部との対立」 
コメンテータ：長縄光男（横浜国
立大学名誉教授） 

 

自由論題 5 
瀧口順也（北海道大学スラブ研究セン
ター・非常勤研究員）「ボリシェヴィ
キ党大会（1927−1934）：スターリ
ニズムの演出と舞台装置」 
コメンテータ：石井規衛（東京大学） 

 

昼休み（12:00～13:30） オルガン･コンサート（12 時～12 時 30 分、短大・礼拝堂） 

湯口依子氏（青山学院女子短期大学講師） 

 

13:30 
～16:30 

共通論題 1（北校舎 2 階 N202 教室） 

「ロシア農奴解放 150 年：「大改革」の歴史的意義をめぐって」 

司会:鈴⽊健夫（早稲田大学） 

吉⽥ 浩「農奴解放の開始から⼤改⾰へ―政治社会史的考察」 
⻘島陽⼦「⼤改⾰期の農⺠観―初等教育問題を⼿がかりとして」 
Игорь А. Христофоров（ロシア科学アカデミー・ロシア史研究所） 
「Отмена крепостного права и налогообложение деревни: европейские идеи и 

российские реалии 
（農奴制廃止と農村の課税―ヨーロッパ的理念とロシアの現実）」 

コメンテータ:⽵中 浩（大阪大学） 
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16:30 
～18:00 

総会（北校舎 2 階 N202 教室） 

18:00 
～20:00 

懇親会（⻘⼭学院アイビーホール） 

⻘⼭学院のキャンパス東側に位置し、東⾨(幼稚園・短⼤⾨)に隣接 
http://www.ivyhall.jp/access.htmlも参照のこと 

 
10 月 23 日（日曜日） 

10:00 
～12:30 

パネル「日露戦争とサハリン島」（北校舎 2 階 N202 教室） 

司会： 西山克典（静岡県立大学） 
天野尚樹（北海道情報⼤学）「帝政期サハリン島の地域構造と戦場の諸相」 
⽥村将⼈（北海道開拓記念館）「⽇露戦争とサハリン先住⺠・樺太アイヌ」 

原 暉之（北海道大学名誉教授）「サハリン難民とロシア政府の救恤政策」 

コメンテータ： 西山克典（静岡県立大学） 

昼休み（12:30～13:30） 

13:30 
～17:00 

共通論題 2（図書館棟 4 階 L402 ミニホール） 

「戦後 66 年シベリア抑留を問う－急がれる公文書開示と実態解明」 

司会・基調報告：富⽥ 武（成蹊大学） 
С. Кузнецов（イルクーツク国立大学教授）「Политика Советского государства 

в отношении японских военнопленных советско-японской войны 1945 г. 
（1945年ソ⽇戦争の⽇本⼈捕虜に対するソ連の政策）」 
阿部軍治（筑波大学名誉教授）「シベリア抑留者たちの三重苦、飢えと酷寒と

過酷な重労働を中心に」 
村⼭常雄（元抑留者）「シベリアに逝った⼈々を記録し、記憶する」 
⼩林昭菜（法政大学・院）「ロシアの公⽂書に⾒るシベリア⺠主運動」 
栗原俊雄（毎⽇新聞学芸部記者）「引揚げ後の抑留者たち〜未完の悲劇として」 

 
発表要旨 

<⾃由論題 1> 左近幸村（北海道⼤学スラブ研究センター・GCOE 共同研究員） 
 「⽇露戦争後の義勇艦隊と東亜汽船：航路網の再編に⾒るロシア帝国の東と⻄」 

露⼟戦争の戦後処理をきっかけに 1878 年に設⽴された義勇艦隊は、オデッサとウラジオ
ストクを結んだ汽船として知られている。そのため、特にロシア極東史との関連から注⽬
され、近年は義勇艦隊が⽇露関係に与えた影響も注⽬されている（麓慎⼀「国際的環境か
ら⾒た⽇露間の航路形成」左近幸村編『近代東北アジアの誕⽣：跨境史への試み』北海道
⼤学出版会、2008 年所収）。だが義勇艦隊に⾔及する研究はそれなりにあるものの、義勇
艦隊の専論は限られており、まだ多くの研究の余地が残っている。また義勇艦隊と同じく
ロシア極東に船を⾛らせた北⽅汽船、ならびに東亜汽船というロシアの汽船会社について
は、ほとんど研究が⾏われていない。 

そこで本報告が取りあげるのは、⽇露戦争後の義勇艦隊と東亜汽船の航路再編問題であ
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る。地理的にはバルト海と⽇本海という、ロシア帝国の両端を扱うことになる。義勇艦隊
と東亜汽船の研究を通して、⽇本海の海運の問題を、全く別の地域の問題と関連づけて論
じるとともに、研究が進んでいない義勇艦隊や東亜汽船の知られざる側⾯を明らかにする
のが本報告の狙いである。 

⻄側の航路については、義勇艦隊のニューヨーク航路開設と廃⽌の経緯が焦点となる。
これは 1906 年に開設された航路で、アメリカへのユダヤ⼈移⺠を主たる客とし、リトアニ
アのリバーヴァ（リエパヤ）とニューヨークを結ぶものだった。ところが⼤⾚字を出し、
1908 年には停⽌される。そしてニューヨーク航路と⼊れ替えるようにして、義勇艦隊は⽇
本海や東シナ海、オホーツク海の航路網を充実させるのである。 

⽇露戦争後の義勇艦隊の航路再編の問題には、東亜汽船が深くかかわっている。1899 年
に設⽴された東亜汽船は、デンマークにある同名の汽船会社の⼦会社であり、その名の通
りロシア極東やアジアに船を⾛らせた。さらに義勇艦隊と同じく⽇露戦争後、ニューヨー
ク航路も開設している。だが⽇本海や東シナ海の東亜汽船の航路は義勇艦隊に奪われるこ
とになり、代わりにニューヨーク航路は東亜汽船に⼀本化されることになった。 

このように本報告では、ロシア帝国の両端で競合していた義勇艦隊と東亜汽船の航路網
が、整理される過程を明らかにしていく予定である。 
 史料は、主にロシア国⽴歴史⽂書館（РГИА）で収集したものに依拠する。 
<⾃由論題 2> エレーナ・ドミートリエヴァ（岡⼭⼤学・院）「在満⽩系ロシア⼈中学校

への「新学制」導⼊問題：⽩系ロシア⼈社会と「満洲国」⽂教部との対⽴」 
本報告では、在満⽩系ロシア⼈中学校の校⻑達及びハルビンロシア正教管区の代表者に

焦点をあてて、「満洲国」⽂教部により公布された「新学制」導⼊問題を検討する。検討
時期は 1936−39 年とする。「新学制」導⼊問題を検討するにあたって、「満洲国」側、い
わゆる「上から」圧迫された「新学制」導⼊問題ではなく、「下から」、つまり⽩系ロシ
ア⼈社会側の対「新学制」導⼊の動きを考えていきたい。周知のように、「満洲国」⽂教
部は 1938 年から教育改⾰、いわゆる「新学制」導⼊を通じて在住の諸⺠族を「満洲国国⺠」
として養成しようとした。そのために、全国の原住⺠系（満洲⼈・漢⼈）学校において「国
⺠科」、「国⺠道徳」という科⽬が導⼊された。移⺠の⽩系ロシア⼈の場合を⾒ると、「ロ
シア⺠族性」・「ロシア伝統性」・「ロシア正教性」を教育の中⼼にした⽩系ロシア⼈学
校も「新学制」実施の対象となった。中でも、⽩系ロシア⼈学校においてロシア正教の教
義を教えていた「神学」という科⽬は、「王道主義」を提唱した⽂教部にとって⽀障ある
ものであった。そこで、ロシア⼈⻘少年を「満洲国国⺠」として養成するに当たって、⽩
系ロシア⼈学校では宗教的な科⽬をカリキュラムから廃除するよう⽂教部は要望した。⽩
系ロシア⼈中学校校⻑達、「神学」の教授を担当していたハルビンロシア正教管区は、「新
学制」導⼊によってロシア⽂化・ロシア語・ロシア正教を中⼼にした「ロシア式」教育制
度が廃⽌されることを理解した上、「新学制」導⼊に準備に移ったが、ロシア⺠族性を失
わせる「新学制」導⼊をそのままで受け⼊れる気はなかった。学校側及び管区側は「満洲
国」⽂教部及びハルビン市公署教育科との交渉を始め、妥当な教育政策を請願することに
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した。従来の研究では、⽩系ロシア⼈社会内部の活動が中⼼になされ、「満洲国」建国前
後の教育の特徴と制度の変化を検討する傾向が多かったが、「新学制」実施に関わってい
たロシア⺠族性の保障問題、「満洲国国⺠」育成問題と、その解決⽅法について先⾏研究
では重視されていなかった。最新の研究成果を挙げると、ロシアの研究者ポタポワ（2006
年）は「新学制」導⼊による⽩系ロシア⼈教育全体への悪影響を明らかにした。しかし、
報告者は最近モスクワとハバロフスクの国⽴⽂書館所蔵史料を発⾒し、ポタポワの記述に
反論する点を幾つか⾒つけた。その他、「新学制」実施後、カリキュラム授業時間以外に
「神学」の教授が承認されたというポタポワの記述に対して、「神学」を巡りロシア正教
管区と⽂教部の間に激しい論争が⽣じたことを明らかにしたい。その論争のおかげで、他
の⺠族学校では宗教的な科⽬の教授が禁⽌されたにも関わらず、⽩系ロシア⼈学校には例
外的に残された。そこで、なぜ「神学」の教授は⽂教部の教育政策に合わなかったのか、
他の⺠族学校では宗教的な科⽬の教授が禁⽌されたにも関わらずなぜ「神学」がカリキュ
ラムに残されたのかを考えていきたい。 
<⾃由論題 3>（10 時〜10 時 55 分）藤沢 潤（東京⼤学・院） 
「ブレジネフ外交の岐路―旧東独史料からみる 1970 年代ソ連外交」 
 1970 年代は、戦後ソ連外交の転換点であった。スターリン以後のソ連外交の最重要⽬標
であった、⻄側諸国によるヨーロッパ戦後秩序の承認は、1970 年代前半に達成された。⽶
ソ関係においても、SALT1 協定締結などを通じて、⻑年の課題であった核軍備管理問題が
進展を⾒た。その⼀⽅で、1969 年の中ソ国境での軍事衝突以後、中国はイデオロギー的に
も安全保障上も重⼤な脅威として認識されるようになった。こうした状況のなかで、以後
のソ連の対外政策⽬標をどのように設定するかが問題となっていく。本報告の⽬的は、1970
年代半ばのソ連を取り巻く国際環境の変化のなかで、ソ連がどのように新たな外交⽅針を
定めようとしたのかを、対中関係をめぐるソ連内部の動向に特に注⽬しながら検討するこ
とにある。ソ連共産党中央委員会国際部および社会主義国共産党・労働党連絡部において
は、中国をイデオロギーおよび安全保障上の最⼤の脅威と位置づけて、これに対処するた
めにイデオロギー闘争の強化を求める動きが存在した。党指導部においても、主な外交⽬
標が達成された以上、帝国主義諸国に対するイデオロギー闘争を強化すべきであるとの主
張が強くなっていった。その⼀⽅で、チェルニャーエフのように、従来の考え⽅に基づく
緊張緩和は限界に達したとして、更なる緊張緩和のために従来の「考え⽅の根本的な転換」
を求めるものもいた。ブレジネフ⾃⾝は従来の緊張緩和路線のもとでの⻄側との軍縮交渉
継続以上は望まず、このような転換への期待は満たされなかったが、これは後のゴルバチ
ョフ外交に繋がる重要な伏線となっていく。本報告では、各種⽇記や回想録に加え、旧東
独アルヒーフ史料を⽤いて、岐路に⽴たされていたブレジネフの外交⽅針について検討し
てみたい。 
<⾃由論題 4>（11 時〜11 時 55 分）瀧口順也（北海道⼤学スラブ研究センター・⾮常勤研究員）

「ボリシェヴィキ党⼤会（1927−1934）：スターリニズムの演出と舞台装置」 
 本報告は、1927-1934 年に開催されたボリシェヴィキ（当時の正式名称は、全連邦共産



 

6 
  

党）党⼤会が、どのような意図の下に組織され、運営され、演出され、そして祝われたの
かを検討する。これまでのボリシェヴィキ党⼤会を扱った研究では、演説や議論、また決
議などの表舞台か、中央委員選挙などの舞台裏の政治駆け引きにのみ注意が払われてきた。
本報告が明らかにするのは、これまでの研究では扱われてこなかった複雑で多様な党⼤会
の機能と役割である。このような視点からスターリン権⼒が確⽴していく時期の党⼤会を
描写し、初期スターリニズムとソ連政治⽂化の重要であるが看過されていた⼀側⾯を明ら
かにする。 

周知のとおり、今⽇では膨⼤な量のアーカイヴ史料へのアクセスが可能になっている。
それにより、スターリ⼆ズムの統治構造がかなり深部から描かれるようになった。他⽅で、
⽂化史的なアプローチの発展により、ソ連⽂化やスターリン⽂化の表象のされ⽅に関する
研究も相次いで公刊されている。しかし、⽂化史的なアプローチを⽤いて、かつてのボリ
シェヴィキ研究の中⼼に据えられていた党⼤会の⾒直し作業はまだ⼗分には⾏われていな
い。その意味で、本報告は「政治史」と「⽂化史」への眼差しを統合し、初期のスターリ
ニズムの実践形態に新しい光を当てる試みである。 

1917 年の武装蜂起による政権掌握から 1920 年代中頃まで、党⼤会は年次⾏事であった。
そこでは実際に政策論争が⾏われ、党と国家の⽅針に関わる重要な議題が決定されていた。
本報告が扱う 1920 年代後半に⼊ると、党⼤会は数年に⼀度の頻度でしか開催されなくなり、
政策決定機関としては形骸化していく。その⼀⽅で、ソ連全⼟から代表団がモスクワに集
結する党⼤会は、党と国家にとって重要な公的イベントとなる。そこでは、各種の啓蒙的
な催しやプロパガンダ⾏事が準備され、党と国家の偉業と功績、党内反対派の誤謬、達成
すべき「輝かしい未来」などを投影し、それらのメッセージを参加者の記憶に植え付けさ
せる試みが様々な形態で⾏われた。これらの党⼤会の演出は、各時期に党が抱えていた問
題や課題を如実に反映している。 

このような視点からの考察により、これまでは単調な「スターリン劇場」（アントン・ア
ントーノフ＝オフセエンコ）や「儀式」（渓内謙）と認識されていた第⼗五回（1927 年）
から第⼗七回党⼤会（1934 年）が、党と国家の権威と無謬性を⽰し、スターリニズムを表
象する祝祭の要素を含んでいたことが明らかになる。1920 年代後半から 1920 年代前半の
党⼤会を分析対象とし、この期間に⽣じた組織・運営⾯での変化も論じる。 
 

<共通論題Ⅰ>「ロシア農奴解放 150 年：「⼤改⾰」の歴史的意義をめぐって」 
吉⽥ 浩(岡⼭⼤学)「農奴解放の開始から⼤改⾰へ―政治社会史的考察」 
 1861 年に農奴解放令が出されてから今年で 150 年になる。農奴解放は、続いておこなわ
れた「⼤改⾰」開始のきっかけとなる出来事であり、「原因」でもあるので、近代ロシアの
始点とされる。農奴制を基盤としていたロシア帝国で、なぜ皇帝が⾃らそれを廃⽌しよう
とし、さらなる改⾰につながっていったのか。この問題はこれまでも様々に論じられてき
たが、農奴解放から 150 年が過ぎた今年、この時代について再考することには意義がある
と思う。 
 農奴解放が決断された理由として、あるものだけをとりだして決定的要因とするよりも、
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さまざまな状況や出来事の組み合わせとして説明されるのが通例となっている。すなわち、
クリミア戦争の敗北により、ロシアは⾃らの軍事、経済、社会、教育などの分野での後進
性を認識し、同時に農奴制を恥であるという観念や改⾰もとめる声が⾼まった。それを背
景にアレクサンドル 2 世のイニシアティヴにより解放が決定され、ニコライ 1 世時代に育
った⾃由主義的開明官僚により具体案が作成され、農奴解放が実⾏されたとされる。この
考え⽅のもとでは、アレクサンドル 2 世がモスクワの郡貴族団⻑たちを前でおこなった「下
からおこるより上からおこなった⽅がよい」という演説(1856 年 3 ⽉)や、農奴制廃⽌の原
則について記された⻄部諸県総督ナジーモフ宛の勅書(1857 年 11 ⽉)などが農奴解放の起
点となる。この⾒⽅⾃体は誤りではないが、予定調和的であり、後からみて農奴解放につ
ながった出来事を強調するきらいがあり、農⺠問題秘密委員会(1857 年 1 ⽉設置)の保守性
や多くの貴族たちの反対「にもかかわらず」解放事業が前進した理由を説明できない。こ
の点について私は 2007 年のロシア史研究会⼤会報告で、これらの「理由」は改⾰の「必要
条件」ではあるが⼀般的説明にすぎるのではないかと述べた。 
 今回の報告では、農奴解放が実現に⾄る推移について、その原動⼒を農奴解放の起点の
際に存在した社会構造や諸状況に求めるのではなく、その後におこった⼀連の出来事が、
農奴解放をしたいという皇帝の「願い」や「必要性」を「実現」に結びつけたという視点
で説明をおこないたい。とりわけ、官営信⽤機関の利⼦引き下げをきっかけとする「銀⾏
危機」が結果的に反対派貴族らに改⾰を受⼊れさせ、買戻しという形での農奴解放が実現
した事実に注⽬する。 
⻘島陽⼦（愛知⼤学）「⼤改⾰期の農⺠観―初等教育問題を⼿がかりとして」 

1861 年の「農奴解放」を契機として、政府・「教養社会 educated society」の双⽅とも、農
⺠を教育する必要性を認識し始めた。ナロードの道徳的・財政的状況を改善するには、学
校教育を普及するよりほかはない、との判断からである。1864 年に発布される「国⺠学校
令」については、ヴァシーリー・スミルノフや塚本智弘の詳細な制度史研究がすでに存在
する。したがって本報告では、初等教育制度改⾰そのものではなく、改⾰過程でなされた
議論から垣間⾒られる、「⼤改⾰」期エリート層の農⺠へのまなざしに着⽬する。そのため、
制度改⾰の過程における官庁内の議論や、教授や教員などの萌芽期の専⾨職者の意⾒など、
実現しなかった諸⾒解も含めて分析対象とし、エリート層が農⺠⾝分をどう捉え、どのよ
うな初等教育のあり⽅を構想していたのかを考察する。 
 「⼤改⾰」期以前は、御料地省・国有財産省・内務省といった農村統治に関係する省が
必要に応じて農村の教育を担ってきた。しかし 19 世紀中葉の農⺠改⾰以降、政府は農⺠を、
義務を果たしうる良き⾂⺠へと教育しようとし始めた。そこで、いままでは⼤学・ギムナ
ジアというエリート教育を主に管轄してきた国⺠教育省が、宗務院と並んで、農村教育の
主要な監督機関として登場することとなった。国⺠教育省とその教育改⾰に関係した⼈々
は、農⺠に対する学校教育をどのように制度化しようとしたか。①農⺠教育の財源に関す
る議論（監督と教育（教師養成）は国家、財源はナロードというシステムに関わる議論）、
②農⺠教育の隔離に関する議論、③農⺠教育の内容に関わる議論、などを中⼼としながら、



 

8 
  

論点を整理する。 
 政府も教育専⾨職者もともに、農⺠⾝分を隔離して再⽣産することを望んでいた。その
財源を巡っては、政府は農⺠共同体⾃⾝が負うべきであるとしたのに対して、教育関係者
の間では、国家が負うべきであるとする⾒解も少なくなかった。しかし結局、「⼤改⾰」期
に流⾏した、社会の⾃律性という議論と、伝統的な⾝分制原理が優勢であり、教育は農⺠
⾃⾝の問題として、農村共同体の⾃発的意思に委ねられることになった。本報告では、こ
の結論に⾄るまでの内的論理を明らかにすることをめざす。 
Игорь А. Христофоров（ロシア科学アカデミー・ロシア史研究所）「Отмена крепостного 

права и налогообложение деревни: европейские идеи и российские реалии 

（農奴制廃⽌と農村の課税―ヨーロッパ的理念とロシアの現実）」 

В докладе будут рассмотрены идеология и практика налогообложения русской деревни в 
XIX веке, а также причины неудачи реформ в этой сфере. 

В имперской России фискальные институты и практики формировали сам строй 
народной жизни, прививая ей «тягловую» логику, лежавшую в основе многих социальных 
норм и институтов в русской деревне. В европейских странах переход к современной 
налоговой идеологии занял немало времени и потребовал создания новой институциональной 
инфраструктуры. Переход к новым техникам налогообложения требовал преодоления 
сопротивления местных элит; юридической стандартизации институтов землевладения и 
фиксации земельных прав; общего измерения, межевания и картографирования 
собственности; наконец, создания масштабных административных органов, отвечавших за все 
эти процедуры. В идеологическом смысле обложение стало интерпретироваться в Европе как 
участие в общем деле, а механическое «выкачивание» средств из карманов подданных 
сменилось более изощренными процедурами определения меры участия каждого в общем 
деле и убеждения его в справедливости такого участия. Новые принципы налогообложения 
требовали и настоящего общественного переворота, перехода от 
абсолютистско-камералистского к конституционному и рыночному устройству.  

В Российской империи ни при крепостном праве, ни после его отмены подобный переход 
был невозможен по причинам не только политического, но и административно-технического 
характера. Общее преобразование налоговой системы отсутствовало в списке 
осуществленных Великих реформ, хотя ни в правительстве, ни в общественных кругах не 
было сомнений в принципиальной необходимости этой реформы. История этого неудавшегося 
преобразования еще не написана. Бессилие власти совершить сколько-нибудь серьезный 
прорыв в преобразовании архаичных принципов и техник налогообложения нельзя объяснить 
только ее неповоротливостью и нежеланием затрагивать интересы привилегированных 
сословий. На мой взгляд, гораздо большее значение для фиаско налоговой реформы имела 
общая неразвитость административной инфраструктуры, особенно заметная в деревне, и 
глубокая связь налогообложения с традиционными системами землепользования.  
 

<パネル>「⽇露戦争とサハリン島」 
天野尚樹（北海道情報大学）「帝政期サハリン島の地域構造と戦場の諸相」 

 1905 年 7 ⽉初旬からの 1 ヵ⽉強にわたる⽇露戦争サハリン戦は、ロシア帝国の領域が唯
⼀戦場になった戦闘である。しかし、この境界領域の島に引かれたボーダーは、法的な境
界線と認識上の境界線において接壌国双⽅でずれがあった。 

帝政期サハリンは流刑植⺠地として統治されていた。移動の⾃由をはじめとする法的権
利をはく奪された囚⼈が暮らす境界の島という地域環境は、中央のロシア⼈にとって「⾮
ロシア」の地とイメージされ、流刑囚は「⾮ロシア⼈」と認識されていた。近年のサハリ
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ン近代史研究は、⽇露戦争をむかえるまでには住⺠の⾮囚⼈化が実態として進⾏していた
ことを明らかにしている。しかしその実像が同時代の中央で報じられることはなく、チェ
ーホフ『サハリン島』をはじめとする⾔説によって「⾮ロシア⼈が住む⾮ロシアの島」と
いうイメージは再⽣産されつづけた。 

⼀⽅、⽇本にとってサハリン島は「失われた故地」であり、回復すべき「われらの⼟地」
であった。しかもその認識は、1875 年サンクトペテルブルグ条約以前とほぼ変わらぬ活動
をつづけていた漁業者を中⼼に、法的な国境を意識させない島との関係の実態に⽀えられ
ていた。その結果、ポーツマス講和会議を有利に進めるための外交戦略としてのみ語られ
ることが多いサハリン戦は、かなり早い段階から失地回復のための戦いとして意識され準
備が進められていた。 

このような法的境界と認識上の境界のずれは、戦意や戦⼒の差となってあらわれ、実際
の戦闘⾏為が⼤規模に展開されることもなく⽇本の全島占領は達成される。しかし、通常
の兵⼠同⼠の戦闘以外のところで多くの犠牲が発⽣したことがサハリン戦の特徴であった。
⽇本軍によるロシア兵捕虜の殺害⾏為については、⽂書館史料、私⽂書、発掘調査などに
よって⽇露双⽅で解明が進められてきた。本報告では、これまで注⽬されてこなかった⼀
般住⺠に対する殺害⾏為について、国⽴サハリン州歴史⽂書館の⼀次資料や、ロシア側⽬
撃者の証⾔、また⽇本兵の⼿記など新資料の発掘に基づいて光を当てる。そして、これら
の⾮戦闘員殺害を、境界認識のずれをはじめとするサハリン島の地域構造との関連におい
て検討することによって、戦場からの地域史を考える試みとしたい。 

 
⽥村将⼈（北海道開拓記念館）「⽇露戦争とサハリン先住⺠・樺太アイヌ」 

⽇露戦争サハリン戦では、先住⺠の樺太アイヌやニヴフ、ウイルタも⽇露両軍の諜報活
動などに利⽤された。このことは両国の戦史に少し触れられた程度で、先住⺠の⽣活にど
のような影響が及んだのか、また先住⺠⾃⾝はどのように関与したのかなど、これまで明
らかにされてこなかった。 

当時の樺太アイヌは、⽇露両国間で複雑な状況に置かれていた。1875 年樺太千島交換条
約でサハリン全島がロシア領になると、最南部に住む樺太アイヌ 841 ⼈が⽇本⼈の引揚げ
にともなって対岸の宗⾕に渡り、翌年札幌近郊の対雁に強制移住させられた。彼らはここ
で⽇本の⼾籍に編⼊された。1886〜87 年にコレラで 300 名以上が死亡すると、⽣存者は墓
参などを理由に外務省に渡航申請を出してサハリンに帰還した。⼀⽅、北海道に移住しな
かった樺太アイヌ約 1000 ⼈はロシア帝国⺠であり、1899 年定置漁場の⼊札では 3 ⼈が漁
場を⼿に⼊れた。このように、1900 年前後のロシア領サハリンには、⽇本籍とロシア籍の
樺太アイヌが混住していた。1905 年 4 ⽉には、⽇本籍の樺太アイヌのうち 20 ⼈がロシア
籍をとったとされ、⼆重国籍だったことが推測される。 

1904 年 2 ⽉の開戦によりサハリンの⽇本⼈は撤退し、⽇本籍の樺太アイヌは、ロシア⼈
に危害を加えられないだろうという⽇本領事の判断によって〈棄⺠〉とされた。しかし、
サハリンでは新参者のロシア⼈は、⽇本／ロシア籍問わず、⽇本⼈に親近感を持っている
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樺太アイヌに対する疑⼼を増幅させていた。1905 年 7 ⽉にサハリン戦がはじまると、⽇本
籍の樺太アイヌの中には積極的に⽇本軍に加担する者もあらわれ、また両国軍のスパイと
して動いた者もいた。 

ポーツマス条約には先住⺠に関する条項が盛りこまれなかった。このことは、北緯 50 度
以南を領有した⽇本の住⺠把握に混乱を招いた。ロシア籍の樺太アイヌは 1933 年まで⽇本
領樺太では無籍とされた。つまり、⽇本籍と無籍の樺太アイヌが混在した状態となり、兵
役の有無などに影響したが実際の⽣活には⼤きな⽀障はなかったと思われる。 

その後、1925 年⽇ソ基本条約締結以降の北緯 50 度線の再〈国境〉化はニヴフやウイル
タの居住地を分断した。また、無籍のままだったニヴフやウイルタは、⽇本軍によって⾮
正規徴⽤（後にシベリア抑留）された。そして、1945 年以降樺太アイヌの⼤部分が北海道
へ〈引揚げ〉た。これらのことを視野に⼊れ、本報告では、居住地が戦場となり国境が変
動することと先住⺠の関係を整理する。 
原 暉之（北海道大学名誉教授）「サハリン難⺠とロシア政府の救恤政策」 

交戦両国に多数の戦死・戦傷者を出した⽇露戦争は、戦場=被占領地住⺠の難⺠化をもた
らしたという意味でも、20 世紀の⼤戦争の先駆けであった。しかしこの側⾯は、⻑い⽇露
戦争史研究のなかで最も光の当たっていない暗部である。 

主戦場となった満洲では、北部戦線で後退を重ねたロシア側の農村住⺠に対するむき出
しの軍暴⼒を主要因として、難⺠の都市流⼊が顕著となり、1905 年の最初の 3 か⽉に奉天
だけでその数は 9 万⼈を数えたという。そして奉天周辺の事例が難⺠発⽣の⼀典型だった
とすれば、他の典型事例はロシア領で唯⼀戦場となり、全島が⽇本軍の占領下におかれた
1905 年夏のサハリン島にみられる。⽇本軍の輸送船によって島からタタール海峡の対岸に
輸送・放逐され、上陸地からハバロフスク経由で東⻄シベリア、さらにウラルを越えて遠
くヨーロッパ部まで、広く国内各地に離散していった⼈びとがサハリン難⺠である。 

サハリン難⺠の発⽣、離散とその後の処遇をめぐる問題は、従来⽇本側からもロシア側
からも実態解明の先例が少なく、その意味で暗部は⼆重だった。ようやく近年、⽇本のサ
ハリン・樺太史研究は⽇本側資料の批判的検討を通して島⺠放逐にいたる過程の解明を⼤
きく前進させつつある。難⺠発⽣の主要因は⽇本軍による島の「無⼈化」⼯作だったこと
が細部まで明らかになってきたのである。ロシアではプリアムール総督に宛てられた島⺠
請願書の検討によって放逐後の離散の状況が多少とも明らかにされてきた。 

サハリン問題はポーツマス会議で外交案件としてクローズアップされたのち、ロシアの
国内問題として残された。その⼀つは北半分だけとなった島の脱流刑地化であり、もう⼀
つは⼤多数が流刑⼊植囚と流刑上がり農⺠からなっていた離散状態の島⺠の社会復帰をめ
ぐる問題である。サハリン難⺠の処遇は後者の問題そのものであるが、同時に広く⽇露戦
争で損害を被った多種多様な⼈びとの政府に対する補償請求をいかに処理するかという問
題の⼀環としても扱われた。この側⾯を明らかにするには、補償請求の包括的処理機関と
して設置された「中央救恤協議会」（報告者の⽤語）の審議過程を検討する必要がある。本報
告はサハリン難⺠の発⽣後の経過を踏まえながら、サンクトペテルブルグの⽂書館に埋も
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れている関連フォンドの検討を通じてロシア政府の救恤政策の解明も試みることにしたい。 
 

<共通論題Ⅱ>「戦後 66 年シベリア抑留を問う−急がれる公⽂書開⽰と実態解明」 
富⽥ 武（成蹊⼤学）「基調報告に代えて」 
 昨年 6 ⽉ 16 ⽇「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法」が成⽴し、⽣存する元
抑留者は「労苦を慰謝するための」特別給付⾦を、帰還の時期に応じて（25 万〜150 万円）
受け取ることになった。国家補償には程遠く、また⽇本国籍を有する者に限定されたため
⽇本軍の軍⼈、軍属だった朝鮮⼈、中国（台湾）⼈が除外された問題があるが、1979 年全
国抑留者補償協議会結成以来の運動はここに⼀区切りをみたのである。 
 この通称「シベリア特措法」は、併せて強制抑留の実態調査を⾏うべきことを定めたが、
ようやく本年 8 ⽉ 5 ⽇「強制抑留の実態調査等に関する基本的な⽅針」が閣議決定された。
ソ連及びモンゴルに抑留された抑留者の総数も、現地で死亡した抑留者の数も未だ確定さ
れておらず、幾度か墓参事業が⾏われたものの遺⾻及び遺留品の収集も⼗分ではない現状
をロシア側の協⼒を得て前進させること、抑留の実態は回想記等でかなりの程度まで知ら
れてはいたが、ロシア側公⽂書でより客観的・包括的に明らかにすること、シベリア抑留
を若い世代に伝える資料館を整備すること、といった趣旨である。 
 私たちロシア史研究者は、尾上正男、相⽥重夫、藤⽥勇といった抑留経験者を先輩に持
ちながら、抑留問題に取り組むことを⻑らく躊躇してきた。しかし、抑留者が⾼齢化し（約
7 万⼈、平均年齢 88 歳）、実態解明が急がれ、本格的な課題となった今こそ、貢献できる機
会である。スターリン時代の内政・外交、とくにテロル（収容所群島）を研究し、ロシア
公⽂書館で⽂書を閲覧してきた私たちの経験とノウハウを活かすことが求められている。 
 紙幅の都合で、パネルの基調報告的なものは後⽇サイトにアップするペーパーに譲り、
ここでは各パネリストのレジュメのうち露⽂レジュメについてのみ要約しておく。クズネ
ツォーフ「1945 年のソ⽇戦争の⽇本⼈捕虜に対するソ連国家の政策」は、初めに 1945 年
以降の歴史的時期区分を⽰した上で、捕虜政策の外政的ファクター（1939 年対ポーランド
戦争以来の前史、1945 年 8 ⽉の⽇本軍将兵抑留決定、捕虜送還をめぐるソ⽶対⽴、⽇本の
国内⼯作のための捕虜に対するイデオロギー教育等）と内政的ファクター（捕虜労働によ
る戦後復興、1980 年代末までの捕虜問題の隠蔽等）を挙げ、この問題の複雑さ、多⾯性を
指摘している。 
 なお、術後の回復をみてパネリストとしての参加を判断する元抑留者の村⼭常雄さんの
労作『シベリアに逝きし 46300 名を刻む―ソ連抑留死亡者名簿をつくる』（七つ森書館、
2009 年）は是⾮とも読んでおかれたい。 
С. Кузнецов（イルクーツク国⽴⼤学教授） 
「Политика Советского государства в отношении японских военнопленных 

советско-японской войны 1945 г.（1945年のソ⽇戦争の⽇本⼈捕虜に対するソ連の政策）」 

   Одним из результатов советско-японской войны 1945 г., было пленение и интернирование 
в Советский Союз, по разным оценкам, от 540 до 610 тыс. бывших военнослужащих японской 
армии. Период интернирования в СССР продолжался до  1949 гг.,  когда большая часть 
японцев была репатриирована а до 60 тыс. чел. умерли вследствие болезней и тяжелых 



 

12 
  

условий лагеря в СССР. При этом некоторая часть военнопленных оставалась в СССР  до 
1956 г.  
   Условно, в политике советского государства по отношению к военнопленным японцам 
можно выделить несколько  этапов: 
1945-1953 гг. – когда вся внутренняя и внешняя политика СССР  была полностью подчинена 
воле одного человека – председателя Совета Министров И.Сталина. Для этого времени 
характерны авторитарные решения относительно японских военнопленных, отрицание 
высокой смертности в лагерях, игнорирование  мирового общественного мнения.  
1953-1956 гг. – Приход к власти Н.С.Хрущева и связанные с ним некоторая «оттепель» во 
внутри- и внешнеполитической жизни и критика культа И.Сталина. Советские власти 
пытаются демонстрировать «добрую волю»  по проблеме военнопленных.  
1956-1985 гг. Период правления Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева, Ю.В.Андропова и К.У.Черненко 
– продолжается курс на замалчивание и отрицание проблемы военнопленных в 
советско-японских отношениях и закрыта вся информация о них. 
1985-1991 г. С провозглашением политика перестройки и гласности М.С.Горбачевым было 
произведено открытие доступа к некоторым архивным фондам по военнопленным, передача 
списков умерших в СССР военнопленных. 
С 1991 г. –  после распада СССР Российской Федерации приняла его обязательства во 
внешней политике.  Президент  Б.Н.Ельцин принес  извинения за несправедливость в  
отношении японских военнопленных, проявленную в СССР. 
    К основным направлениям политики СССР в отношение военнопленных можно отнести 
следующие: 
Во внешнеполитическом плане: 
• Принятие решений высшими органами власти Советского Союза, относительно судьбы 

военнопленных после окончания боевых действий в советско-японской войне 1945 г.  
• Советский Союз имел прецеденты создания  системы лагерей военнопленных (после 

польской кампании 1939 г. и в ходе Второй мировой войны). Политика в отношение 
японских военнопленных  строилась с учетом предыдущего опыта и прецедентов.  

• Проблема японских военнопленных, в частности вопрос о  репатриации был предметом 
советско-американские противоречий в Союзном Совете для Японии, а позже в 
специальной комиссии ООН.  

• Реакция на мировое общественное мнение советских правящих кругов претерпела 
эволюцию: от полного замалчивания любой информации к контрдоводам и оправданиям, а 
позже к признанию недопустимых условий лагерей и обнародованию полного  списка 
погибших и перечня мест  захоронения. 

• К внешнеполитической сфере может быть отнесена и идеологическая обработка японских 
военнопленных, поскольку она направлялась на подготовку кадров будущей пятой 
колонны как в Японии, так и в других странах. 

• Проблема военнопленных использовалась, правда не особенно успешно, как аргумент во 
внешнеполитическом торге (Хрущев, Горбачев, Ельцин).  

Во внутриполитическом плане: 
• Труд военнопленных считался важным фактором восстановления послевоенной экономики 

отсталых и отделенных районов Сибири. 
• Сокрытие правды и информации о военнопленных до конца 80-х гг. и специальные 

мероприятия, нацеленные на это.   
• Изменение отношения властей к положению военнопленных по результатам высокой 

смертности зимы 1945-1946 гг., страх реакции извне.  
• Пропаганда в советских СМИ конца 80-х – начала 90-х гг. информации о сочувственном 

отношении советского населения 40-х – 50-х годов к японским военнопленным и т.д. 
    Таким образом, судьбы японских военнопленных, интернированных в СССР в 1945 г. 
представляет собой сложную и разноплановую проблему, а политика советских властей в их 
отношении была связана с многочисленными внутренними и внешними факторами.  
 

阿部軍治（筑波⼤学名誉教授） 
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「シベリア抑留者たちの三重苦、飢えと酷寒と過酷な重労働を中⼼に」 
シベリア抑留者は約 60 万⼈と⾔われるが、彼らを苦しめ、⼤量の犠牲者を出した原因は、

約⾔すれば飢えと酷寒と重労働であった。その中でも抑留者たちを最も苦しめたのは極端
な⾷糧不⾜だった。抑留初期を中⼼にどの地区のどの収容所でも給⾷が極度に乏しく、抑
留者たちは飢餓か飢餓に近い状態に⾒舞われ、多数の栄養失調症者を⽣み出し、⼤量の犠
牲者を出す⼀⼤要因になった。どの収容所においてもまず⾷糧の絶対量が健康を維持でき
ないほど⾮常に少なかった。兵⼠と下⼠官の⼤部分と将校の多くは、⽶の給与はほとんど
なく、⿂、⾁、砂糖等も極端に少なかったと語っている。 
 抑留者たちが主に運び込まれたシベリアは⻑い冬期を中⼼に⼀年中寒く、冬期の最⾼気
温が零下で、最低気温は通常でも零下 30-50 度位まで下がる。原野や⼭林中の収容所の宿
舎は、⽊造平屋のバラックや半地下⼩屋や天幕で、内部の設備類も極端に悪かった。板寝
床と暖房具があるだけで、ほかに設備らしいものはほとんど何もなかった。宿舎内は暖房
していても寒く、抑留者たちはよく服を着たまま寝た。特に天幕宿舎は寒く、中によく氷
柱ができていたという。当然多数の発病者を出すことになった。 
 抑留者たちはソ連が必要とするありとあらゆる仕事をさせられた。強制労働の主な仕事
は、⽊材伐採、鉄道建設、炭坑等の鉱⼭労働、⼟⽊作業、様々の建築作業、農作業等、つ
まり、それらは体⼒の要する最もきつい⾁体重労働であった。彼らは作業ノルマを課せら
れ、その遂⾏をきびしく要求され、達成できないと罰せられた。当局は作業ノルマを給⾷
と直結させ、ノルマに応じて給⾷を⽀給した。作業場への⾏き帰りにも作業現場でも、⾃
動⼩銃を装備した何⼈かの警備兵がつき、速やかな移動や作業の迅速な遂⾏を強制し、の
ろのろ歩いたり働いたりしていると、はげしくせき⽴て、銃を向けておどしたりした。ソ
連当局から戦時奴隷のような扱いをうけ、乏しい⾷糧で重労働を課せられた⽇本⼈シベリ
ア抑留者たちの置かれた状況は、想像をこえて厳しく、消耗して病気になり、死⼈の⼭を
築いていった。 
 ⼀般にシベリア抑留の犠牲者は約6万⼈と⾒なされているが、発表者はそれ以上であった
と⾒ている。そして死亡者はソ連当局によって理不尽な扱いをうけ、その半数以上は埋葬
というよりは殆ど投げ捨てられ、しかも現在では墓地の⼤部分は所在不明になっている。
⽇本⼈シベリア抑留に関しては調査研究が不⼗分で不明の部分が多く、解明すべき問題は
数多くある。本発表ではそれらの中から⼀番基本的な問題、飢えと酷寒と過酷な重労働を
中⼼に考察し、その⼀端を明らかにしていきたい。 
 

村⼭常雄（元抑留者）「シベリアに逝った⼈々を記録し、記憶する」 
 

⼩林昭菜（法政⼤学・院）「ロシアの公⽂書に⾒るシベリア⺠主運動」 
戦後ソ連・モンゴルへ約 60 万⼈の元関東軍兵⼠が抑留された、いわゆる「シベリア抑留」

は、⽇本史、⽇ソ・⽇ロ関係史における重要なテーマである。⽇本国内では数千点と⾔わ
れる抑留回想記が出版されているが、この分野に関する⽇本での研究は、⼗分な蓄積が有
りそうでありながら、実際にはほとんど着⼿されていない。ペレストロイカ以降、ソ連・
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ロシアではかつて極秘とされてきた公⽂書史料の公開が進められ、学術研究の環境が整備
されてきた。実際、ロシア⼈研究者によって公⽂書史料の読解が試みられ、これまで未解
明であったソ連政府の動向と「シベリア抑留」の全容が明らかになりつつある。 

本⼤会では、報告者がモスクワの公⽂書館で収集した史料をもとに、⽇本⼈捕虜収容所
で発⽣した「⺠主運動」を考察する。「⺠主運動」は、抑留回想記でも多々取り上げられ、
収容所⽣活における重要な出来事として位置づけられている。また、「⺠主運動」を⾃然発
⽣的な反軍闘争と評価する⽇本の先⾏研究もある。しかしながら、「⺠主運動」はソ連の先
導で始まった思想教育であったことがソ連政府の公⽂書史料から分かっている。本報告で
は、抑留回想記等個々⼈の視点を超えたソ連の政府レベルの動向を、「⺠主運動」を通して
検討する。その際「⺠主運動」だけでなく、ソ連政府の⽇本⼈捕虜に対するその他の指⽰
⽂書や捕虜の祖国帰還問題にも触れながら考察していく。 
栗原俊雄（毎⽇新聞学芸部記者）「引揚げ後の抑留者たち〜未完の悲劇として」 
「シベリア抑留」については、体験者による膨⼤な⼿記があり、「三重苦」について⽣々し
く記されている。だがこれは悲劇の⼀部に過ぎない。帰国後から今⽇に⾄るまで、彼らは
苦しめられてきた。その具体例を伝えたい。 
【マスメディアによる切り捨て】抑留初期、複数の全国紙が伝えた「シベリア抑留」は、
現地では労働賃⾦が⽀払われ、⾃由時間やサークル活動があるなどと伝えた。⼀⽅、三重
苦の実態は記されなかった。占領下で⾔論の⾃由がなく、ソ連領内で正確な情報を得る⼒
もなかった。また元抑留者による補償請求運動が⾼まった 1980 年代後半には、複数の全国
紙が抑留者の補償請求を「筋が通らぬ」などと切り捨てた。 
【政治による切り捨て】抑留経験者は、未払いの労働賃⾦の⽀払いを⽇本政府に求めた。
１９５６年の⽇ソ共同宣⾔によって、ソ連への請求が事実上不可能になったからだ。だが
政府はこれに応じなかった。1982 年に有識者からなる「戦後処理問題懇談会」を発⾜させ
たが、戦後補償を拡⼤させたくない官僚たちによって、はじめから結論は決まっていた。 

２１世紀になっても実現しない補償を求め、⽼⼈たちが国会議事堂の前に座り込んだ。
「⾦のためじゃない。ただで働くのは奴隷。奴隷のまま死ぬわけにはいかない」という思
いからだった。推定平均年齢は 87〜88 歳。統計では、１⽇当たり 20 ⼈が死んでゆく年齢
だ。「国は俺たちが死ぬのを待っている」。彼らはそう思っていた。 
【司法による切り捨て】政府が補償に応じないなか、元抑留者による訴訟が相次いだ。だ
が、これまで最⾼裁で判決が確定したのは４件あるが、すべて原告敗訴だ。2007 年には元
抑留者 30 ⼈が京都地裁に提訴したが敗訴。⼤阪⾼裁でも敗けた。「戦争被害受忍論」、つま
り「戦争で国⺠みんなが被害にあった。だからみんなで我慢すべきだ」というものだ。⾔
論の⾃由も思想の⾃由も為政者を選ぶ⾃由もなかった庶⺠に、ただ受忍の義務だけがある
というこの冗談のような法理が、⽔⼾⻩⾨の印籠のようにまかり通った。 
 

＜事務局から＞ 
 ⼤会プログラムとその他の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
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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 30 ⽇までに事務局に送付するよう依頼しており、10 ⽉ 1 ⽇以降に掲載しま
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。 
 初⽇の「共通論題１」の終了後に開催する総会にも是⾮ご参加ください。今年の総会で
は、委員会の改選を⾏ないます。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お送り下さい。懇親会の参加費は、A 会員
が 6,000 円、B 会員が 4,000 円の予定です。 
 今年は特別な企画として初⽇の⾃由論題終了後にオルガン・コンサートが予定されてい
ますので、ご参加ください。演奏曲についてとくにご希望があれば、事務局までご連絡く
ださい。 
 返信⽤のはがきを同封しています。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。⽋席される⽅については、上記の総会での委任の意思確認を兼ねています。
事務局では、9 ⽉末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 25 ⽇までに
投函して下さい。よろしくお願いいたします。 
 今年も、両⽇ともに事務局では弁当などの昼⾷の⼿配を⾏いません。初⽇の 22 ⽇（⼟曜
⽇）は正⾨近くの地下⾷堂が利⽤可能です。2 ⽇⽬は⽇曜⽇のため学内の⾷堂は営業してい
ませんが、周辺に飲⾷店やテイクアウトできる店などがあるので、各⾃でご⽤意下さい。 
 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。 
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