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スラプ研究施設二十年の歩み
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''a.，，， 継 男

設立まで

日本の国立大学においてスラヴ地域の唯一の捻合的研究機関として，北海道大学にスラ

ブ研究施設が設置されたのは 1955年 7月 1日のことであった。以来二十年の歳月が経過

したが， この機会に研究施設の歩みをふりかえってみることは，ひとり研究員たるわれわ

れのためばかりでなく，わが冨にお汁るスラヴ訴究の今後の発展のためにも無意味なこと

ではないと考えられる O 欧米諸国のスラヴ研究の発展については， -1ギリス弐 フラン

スめ，イタザ 733，アメリカ 4) カナダ吟， インド6)等々について， それぞれ興味ある文献

が出されており，それらを参照することは，遅れて出発したわが国のスラヴ研究7)にとっ

て教えられるところが少なくなし、。それ法これらの冨の研究の特徴を知るだけでなく，そ

れをささえている学問的伝統や社会的背景までも示唆するものだからである。

欧米におけるスラヴ研究は，おおざっぱに言って，第二次大戦までは言語学・文献学・

文学史の研究を中心とする philologyであった。このことは西欧諸国の現在の研究にも受

け継がれている G しかるに第二次大戦後アメリカを中心に人文・社会科学の諸分野から

スラヴ地域の総合的研究を指向する動きが始まり， これは比較的短期間に areastudy (地

域研究)の指導的地位を占めるほど多くわ研究者と業績を生むに至った。

1) R. W. Seton-Watson，“ The Origin白 ofthe School of Slavonic Studies，" Slavonic Review， 
Vol. XVII， No. 50 (Jan. 1939)， pp. 360-371. 

2) Luis Eisenmann，“ Slavonic Studies in France，" Slavonic Review， Vol. 1， No. 2， (Dec. 1922)， 
pp. 295-305. Alfred Fichel1e，“ Origines et developpement de l'Institut d'Etudes Slaves 

(1919-1949)，" Revue des Etudes Slaves， t. 27 (1951)， pp. 91-103. 拙稿 fフラ γ スにおけるス
ラヴ研究の歴史と現状J.W スラヴ研究~ No. 12 (1968) pp. 93-112. 

3) Ettore Lo Gatto， '‘ Slavonic Studies in ltaly，" Slavonic Review， Vol. VI， No. 16 (June 1927)， 
pp. 44-58. Arturo Cronia“Slavonic Studies in Italy，" Slavonic Reviaw， Vol. XXV， No. 66 
(Nov. 1947)， pp. 197-208. 

4) Oleg A. Maslenikov， "Slavic Studies in America 1939-1946，" Slavic Review， Vol. XXV， 
No. 65 (April 1947)， pp. 528-537. Harold H. Fisher， American Research on Russia， 
Bloomington， 1959. 

5) W. J. Rose，“Slavonic Studies in the University of British Columbia，" Slavonic & East 
European Review， Vol. XXVII (1958)， No. 88. pp. 246-253， Victor O. Buyniak，“ Slavic 

Studies in Canada: An Historical Review" Canadian Slavonic Papaers Vol. IX， No. 1 

(1967)， pp. 3-49. 
6) R. Vaidyanath， '‘ Soviet Studies in lndia，" Canadian Slavonic Papaers， Vol. XI， No. 2， 

(1969)， pp. 145-155. 
7) s本のソ連〈ロシア)・東詩文研究については以下の英文のものがある。 PeterBerton， Paul Langer， 

Rodger Swearingen， ] aρanese Training and Research in the Russian Field， Los Angeles， 
1956. Kenzo Kiga，“ Study of the Soviet Union and Eastern Europe in Japan，" Canadian 
Slavonic Paρaers， Vol. XI， No. 2 (1969)， pp. 156-166. Hiroshi Momose，“Soviet Studies 

in Japan，" Annual Review， Japan Institute of lnternational A妊airs，Vol. 5 (1969-70)， pp. 
159-167. 
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北海道大学スラブ研究施設も，基本的にはこのようなスラヴ地域の総合的研究を呂的と

して設立されたが，その中心となって努力したのは当時北大法学部で政治学を担当してい

た尾形典男と，文学部でロシア文学を講じていた木村彰ーであった。尾形自身は必ずしも

アメザカ流の地域研究の考えに全面的に賛成していたわけで‘はなく，何よりもイデオロギ

ーに左左されぬ関かれたソ連・東欧の研究を考えていた。その擦に伎がめざしていたの

は，歴史研究を中心として，スラヴ諸冨の文イとや思想様式の本質を研究しひいては何故

にロシアで革命が起こっ，それが一応の成功を晃たかを理解することであった。さらにそ

こには第二次大戦後にようやく文系学部を設置するに至った北海道大学が，単にローカノレ

な大学としてとどまることなし人文・社会科学の分野でユニークな研究を創設せんとの

意留があった汽

いずれにせよこのような尾形の希望がロックフエラー財団によって認められるところと

なり，設立に先立って数百点にのぼるスラプ研究の分野での基本文献が寄贈された。これ

をもとにして尾形と木村の二人によって，将来研究施設のメンバーとなる研究者の人選が

すすめられ， 1953年 6月 24J3，北海道大学にスラヴ研究室が設立されたO その時の各部

門と研究員は以下の通りである O

主任木村彰一(北大文学部教授)

研究員 (文学部門) 金子幸彦〈一橋大学社会学部講師入 北垣信行(北大文学部助教

授)

(歴史部門) 岩間徹(東京女子大学教授入，鳥山成人(北大文学部助教授)

(政治部門) 猪木正道〈京都大学法学部教授)

(経済部門) 内海庫一郎〈北大経済学部教授)

(国際関係部門) 江口衿郎(東京大学教養学部教授)

ここに見られる部門別の研究枠制乙北大および北大以外の他大学の研究者をも研究員

として委嘱する体制は，二年後にスラブ研究施設として官制化された際にもそのまま受け

継がれ，現在まで及んでいる O

しかしそれから二年あとに官製化されるに当って，当初設置されたのはわずか半講座

〈助教授 1，助手1)にすぎず，独立した研究機関として機能することが不可能であったた

め，尾形と木村が時の北大学長島善鄭を仲介者として，将来独立した研究機関となるまで

当分の開法学部隊置の研究施設とすることを法学部教授会との聞に取決めた。しかし「研

究施設の運営，組識，予算，人事，その他重要事項j誌研究員会議において審議されるこ

とが「規程Jにおいて明記され(第五条)， 事実上独立の研究機関たることが北大評議会

において承認された。このように制度的には法学部所属でありながら，事実上独立してい

るという，いわば変則的なあり方は，一つには地域研究とし、う学擦的な研究分野がわが国

において未発達であったことと，第二としてこの研究施設が可及的速やかに独立した研究

機関になることが前提とされていたためで、あったO そしてこの二つの条持が満たされぬま

ま二十年の歳月が経過したのであるが 今日スラブ研究施設が抱えているさまざまな問題

は，基本的にはいずれも以上の事実に由来するものであるといってよ L、
8) 以上は 1975年 1月 22日に尾形が筆者に直接語ったところである。
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部門ならびに研究員の変遷

このようにして設立された北大法学部前属スラブ研究施設は，歴史・文学・政治・経

済・国際関係の五部門にわたって，次の三つのカテゴリーからなる研究員および、助手と事

務官によって講成されることとなった。第ーのカテゴリーはスラブ研究施設プロパーのメ

ンバーで， これには主任の鳥山と経済部門の山本敏の二名と，事務担当者として豊田久馬

彦，更科道子，芳賀椀二の三名が配置された。この五名が主任を中心として恒常的な研究

活動を組織，補佐する O ついで第二のカテゴリーとして北大文系各学部の教官がおり，こ

れには前記木村，北垣，内海のほかに，法学部の尾形が加わり， さらに文学部助手〈ロシ

ア文学科〉の福岡星児が参加した。第三のカテゴリーの北大以外の抱大学に籍を量く研究

員としては，誌記の金子，岩間，渚木，江口の西名に， 1956年からは東京大学に移った木

村が加わり，このメンパーはそれ以後十余年にわたって兼任研究員をつとめる o 1957年に

は星形，内海，福岡が去って，文学部助手〈ロシア文学科〉の松井茂が兼任助手と Lて参

加し さらに 1959年からは致治部門に矢田俊謹(北大・法・教授)が加わったっさらに

この年には新たに法律部門が設けられ，翌年から北大法学部教授の五十嵐清が参加しこ

こに現在まで引き継がれる茎本的構成が成った。

これら北大内外のほぼ十名から成る研究員は，年二回調かれる研究員会議において，研

究施設の予算と人事をはじめとする運営全般の審議に参加するとともに，三日間にわたる

研究報告会に出席して，それぞれ研究報告をしたり，討論に参加することになる O

このようにして発足したスラブ研究施設の存在は， はやくも 1956年に米国で出版され

た rロシアの分野における日本の教育と研究』のなかで取りあげられ，つぎ、のように書ヵ、

れるにいたった。

「現在のところ，アメリカ合衆国におけるいくつかの地域研究所と同様に，スラブ研

究施設はいまだ主としてき主ざまな分野の地域研究の専門家をとりまとめる組識にとど

まってLる O ……ロシア語やロシア文学や歴史の教育とはまた~Ijに一一これは薮密に言

えば大学の責任であって研究所の仕事ではないのであるが一一研修センターとしてのス

ラブ研究施設の将来は，主として研究の分野にあるように思われる O それで、も人文科学

や社会科学の主な研究は東京と京都でなされるべきだという日本の伝統がなければ，学

際的なロシア地域研究と研修センターとしての北海道大学スラブ研究施設の可能性は，

B木のいかなる研究所にも負けぬ比ど大きい心的

このようにアメリカの学者に記されてから八年たって， 1964年にようやく一部門が追加

されて，制度上は二部門となった。そしてこの年専任の研究員として国際関係部門に百瀬

宏が加わり，また北大から東大に移った北垣の代りに北大文学部の福岡が併任研究員とな

った。ついで 1969年には設立以来日年にわたって施設長を勤めた鳥山が北大文学部に移

久前記百瀬が施設長に就任するとともに， 1957年以来専任の助手であった外JII継男が専

任研究員として塵史部門に加わった。鳥山は文学部に移ったあとも併任研究員としてひき

つづきとどまったが， この年政治部門の諸木が京都大学を辞任すると同時にスラプ研究施

設からも去った。 この政治部門には翌 1965年猪木の弟子でコロンどア大学で学位をとっ

9) Berton， Langer， Swearingen， 0ρ. cit.， pp. 101-102. 
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た木村汎が専任研究員として就任した。ほぼこの時期から北大内外の研-究員の聞に交代が

見られるようになり，北大外の兼任研究員については一期三年としづ原期のもとに，後に

述べるような共同研究に沿った人選がすすめられるようになる O 百瀬のあと 1971年には

外川が施設長に選出されるとともに，北大経済学部の日南国静真と神戸大学法学部の木戸

姦がそれぞれ経済部門と国際関保部門の併任研究員となった。翌 1972年にはスラブ研究

施設の設立当初から専任のメンバーであった山本が北大を去ることによって研究員をや

め， 学習民大学の斉藤孝が冨際関謀部門の兼在研究員に就在した。ついで 1974年には前

施設長の百瀬も北大から津田塾大学に移ったが，彼はひきつづき兼任研究員として菌際関

集部門を担当するところとなった。 この年には 1964年から専径助手であった出かず子が

文学部門の研究員となるとともに，ベノレリン自岳大学にながく留学していた伊東孝之が国

際関係部門の専任研究員に就任した。この間北大外の兼任研究員として設立以来参加して

いた文学部門の金子が 1972年に，また歪史部門の岩間が 1973年にそれぞれ辞在し，代つ

に関西大学の平井友義が政治部門の兼任研究員となった。

1975年 5月 1Sにおけるスラブ研究施設のメンパーは以下の如くであるG

施設長外JII継男(歴史〉

専任研究員 木村汎〈政治)，出かず子(文学λ 伊東孝之(冨擦関係)

北大内の併任研究員 鳥山成人〈歴史)，福間星児(文学入 矢田俊隆(政治)， 日南沼

静真〈経済)，五十嵐清(法律〉

北大外の兼任研究員 木村彰一(文学入平井友義(政治)， 木戸姦〈国際関係)， 斉藤

孝(国捺関係)，百瀬宏(国際関係)。このほかに研究補助のための場手として坪谷七魚子

とライブラリアンとして秋月孝子，事務担当の長手恵美子の三人がいるが，なかでも司書

の秋丹は北大文学部西洋史学科の出身で，英・独 .iム・露語のほかポーランド語もこな

し多岐にわたる鍾類の図書整理の上でなくてはならない存在となっている O

研究活動

スラブ研究施設の研究活動は，個々の研究員の研究と，施設全体としての共同研究に分

けられる O 自然科学の諸分野と異なって，文系の研究はなによりも研究者個人の問題意識

と学問的関心に後拠するところが大きく，共同研究の或果もこのような個人研究をいかに

無理なく者効に組織化しうるかにかかっている O

各部門の現研究員の専攻領域と主要業績は以下の如くである O

〈歴史部門〉

外JI!継男 19世紀ロシアの社会思想、が中心で，チャアダーエフ，ゲルツェ γ，パクーニ

ンに関する著書・論文・翻訳がある O 著書 Fゲノレツェンとロシア社会j] (御茶の水書房，

1973年)，訳書 F鞭のゲノレマ γ帝国と社会革命Jl (白水社 Fパグ{ニン著作集』第3巻，

1973)他。

鳥山成人 ロシア・東欧史に関する史学史・思想史・宮j震史をはば広く研究し近年は

ロシア絶対主義の研究に打ち込んでいる O 著書に Fロシア史j](移道社， 1956年)， wスラ

ヴの発展Jl (文芸春秋社 f大世界史 15Jl 1968)， 論文に On the Muscovite Autocracy 

(Forschnngen zur osteuropaischen Geschichie， Bd. 18， 1973)などがあるO
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〈文学部門〉

出かず子 19世紀ロシア文学，とくにレーノレモントフ， ツノレゲーネフ， チェノレヌィシェ

フスキーを中心に研究をすすめている G 主要論文に「チェノレヌィシェアスキーの美学理

論Ju"スラヴ研究j]No. 13-14， r~余計者、小考J u"スラグ研究j]No. 18 (1973)がある O

福間星児 ロシア中世文学， 19世紀文学，ポーランド文学に関するはば広い研究をおこ

なっている O 主要論文「ボリースとグレープの物語Ju"スラヴ研究JJNo. 3， 1959， 訳書

F尼増ョア γナj] (垣文社『東欧の文学全集J第八巻， 1973)など。

木村彰一 スラヴ文献学・言語学・ロシア文学の諸分野において，先駆的な研究をあ

げ，現在はロシア語統辞論と Fイーゴリ軍記Jを主たる研究テーマとしている G 主著『ロ

シア文法JJ(八杉貞散と共著，岩波書活， 1956)， u"ロシア一一一ソピエト文学史JJ(中央公論

社， 1958)，訳書[イーゴリ遠征諒一訳および注 1-4Ju"スラヴ研究JJNo. 1， 2， 3， 15位。

〈政治部門〉

木村汎 ソ連および東欧の現代政治を専攻しとくにソ連の対東欧致策とソ連における

致治の実態の研究に取り組んでしる O 論文「ソ連の対東欧政策一一介入規定要因の研究j

f日本国際致治学年報JJNo. 44 (1971)， r党史と政権一一一歴史的，比較的研究Ju"スラヴ研

究JlNo. 16 (1972)など。

矢田役経 中・東欧の政治史研究を専攻領域としとくに近年はハプスブルク帝冨と民

族問題を中心に研究をすすめてきた。著書『近代中段の自由と民族Jl(吉川弘文館， 1966)， 

FメッテルニヒJJ(清水書院， 1973)， 論文「オーストリア・ハ γガリ一二重帝国の構造と

特質」日と大法学論集JJNo. 25-2 (1974)飽。

平井友義 ソ連・東欧および中東をめぐる国際政治史を中心に研究し， とくに 1930年

代のソ連外交とコミンテノレンの歴史に焦点を合わせている O 主著「ソ連外交と東欧ーロカ

ノレノをめぐる塵史的覚書-J(1961)，rソ独戦前夜のソ連の戦争準錆について〈ー)J(1968)， 

r1935年仏ソ同盟条約の成立をめぐる一考察J(1972)など。

(経済部門)

日南田静真 ロシア経済史， とくにロシア資本主義論を中心に研究をおこなっている O

主著 Fロシア農政史研究Jl (御茶の水書勇， 1966)，論文“ PyCCKHH:KaI1HTaJIH3M H oTpa・

60TO~HaH CHCTeMa B ce~bCKOM X03政 CTBePOCCHJf" Ifスラヴ研究JINo. 18 (1973)飽。

(法第部門)

五十嵐清 比較法と民誌の専門家であるが，とくに当研究施設においては社会主義法と

資本主義法の比較研究をおこなっている G 主著『比較法入門Jl (日本評論社， 改訂版，

1972)，論文 f法系論再説JIf北大法学論集j]21-1， :3 (19マ4)他。

(国際関係部門)

空亙主主 東欧諸国，なかんずくポーランドおよびチェコスロヴァキアの近・現代史の

研究と，マルクス主義の思想、と運動の諸問題を研究対象としている O 論文「戦後ポーラン

ドの成立， 1943-45年Ju"スラヴ研究JINo. 18， rマルクス主義の民族自決概念と東欧の民

族問題， ローザ・ルクセンブノレクJIfスラヴ研究JJNo. 18 (1973)などO

本戸姦 パノレカンの現代史研究が中心であるが，とくにユーゴスラヴィアおよびルーマ

ニアの内政と外交を中心に研究をおこなっている O 論文「ソ連=ユーゴスラヴィア関係史
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外JiI継男

一第二次大戦から 1948年までJ(立)11編『国際政治の史的溝造Jミネ/レヴァ書房， 1968)， 

fルーマニアにおける内政と外交J(日本国際政治学会編『戦後東欧の政治と経済Jl， 1971) 

能。

互塑室 バノレト地域を中心とする塁際関係史が専攻領域であるが，現在とくにフィンラ

ンドとソ連の関係. B本の外交史料に見られる再大戦間のバルト地域に中心をおいて研究

をおこなっている O 著書 f東・北欧外交史浮説一一ソ連・フィンランド関係の研究Jl (福

村出版. 1970)，論文“ Japan's Relations with Estonia befween the Wars. From the 

Archives of the Japanese Foreign Ministry" Uralica， No. 2 (March， 1975)など。

斉藤孝 専攻領域は南大戦間期のヨーロッパ外交史， ソ連外交史であるが，現在は米中

ソ関係を中心に研究をすすめている。著書『第二次大戦前史研究Jl(東大出版会， 1965)， !Fス

ペイ γ戦争~ (中央公論社， 1966)， W現代の国際政治~ (現代史出版会， 1973)。

つぎに共同研究につき記す。以下の共同研究に当つては文部省の科学研究費補助金に負

うところが大きし、。これ誌先に述べたように，当研究施設が実震的に北大内外の共同利用

研究機関でありながら，制度上は法学部的震の研究施設となっているため，兼任の研究員

は非常勤講師の扱いとされ，研究費の上で格別配慮がなされていないためであるO しかし

科学研究費補助金は必ずしも毎年交付されるとはかぎらず，これが共同研究をすすめる上

でつねに障害となっているが，以下に見るように発足以前から，ほぼ恒意的に一定の研究

プロジェクトをきめ，共同研究がおこなわれてきた。この点で兼任研究員の犠牲的な協力

に負うところが大きし、。なおこの共同研究に当つては，研究員以外に外部から講師を招へ

いして報告をしてもらうことも， しばしばおこなわれている O

(1) ロシア人民主義の研究 (1953-58)

〈口頭発表〉

岩間徹ナロードニキの系譜 (1954)

金子幸彦 ナロードニキの人間像 (1954)

鳥山成人 ピーサレフについて (1954)

山本敏オガリョフの農業理論 (1954)

金子幸彦 ソピエト学界におけるナロードニキ史の取扱いについて (1955)

鳥山或人 「人民の意志j 党の革命理論について (1955)

猪木正道 パクーニンの政治思想 (1956)

金子幸憲 チェルヌィシェフスキーの文学理論 (1956)

岩間敏二つのナロードニチェストヴォ (1957)

鳥山成人 ナロードニキ研究の問題点 (1957)

山本敏 ニコライ・オン著 f改革後我冨経済概要』について (1958)

金子幸彦 ピーサレフについて (1968)

D. W. Treadgold Marx and Russia (1968) 

出かず子 チェノレヌィシェフスキーの『ラ γデ・ヴーにおけるロシア人』 について (1970)

外)11継男 パクーニ γ ・アルヒーフの刊行について (1972)

Franco Venturi Recent Soviet Studies in the Russian Populism (1975) 
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(論文等)

烏山成人 iW人民の意志J党の革命理論-資料と解説JjJスラヴ研究J]No. 1 

松井茂誰 「ぺ・エリ・ラヴロフ F藍史書簡(翻訳)J]Wスラヴ研究J]No. 1-5 
IWAl¥1A Toru rTwo NarodnichestvosJ jJスラヴ研究J]No. 2 

勝目吉太郎 「パクーニンの革命論J[1スラヴ研究J]No. 3 

鳥山成人 「ラヴリズムの形成一綱領『前進!J]成立小史J[1スラヴ研究J]No. 4 

TOGA W A Tsuguo iSur la formation de la thるoriedu“socialisme russe " chez HerzenJ 

Fスラヴ研究J]No. 4 

タトJIl継男 「二つの論争一一ーゲノレツェンのツルゲーネフとパクーニンとの論争に寄せて的

(II) J [1スラヴ研究J]No. 15， 17 

外JIl継男 「撤支の時代一一一人民主義の発生をめぐる若干の資料と解説JWスラヴ研究』

No.16 

(2) ロシア社会の近代化に関する研究 (1964-65)

(口頭発表〉

外)11継男 ロシアと日本における近代化の比較研究について (1965)

江口朴郎 後進菌における近代化について (1965)

C. E. Black Soviet Society: a Comparative View (1965) 

(論文等)

高山成人・外JIl継男 r[l近代化3をめぐる報告と討論J[1スラヴ研究J]No. 10 

(3) 東欧におけるフェデラリズムの研究 (1965-66)

〈口頭発表〉

江口朴探第一次大戦とスラヴ世界 (1963)

矢田俊軽 ハプスブ、ノレク帝国にお汁るフェデラリズムの問題 (1964)

百 瀬 宏 f東ヨーロッパj の概念については965)

矢田凌隆 第一次世界大戦とハプスブノレク帝国 (1968)

矢田俊隆 西ヨーロッパにおけるハプスブ、ノレク帝国史研究の近況は971)

(論文等)

矢田凌隆 「オーストリア社会民主党と民族問題JjJスラヴ研究J]No. 6 

横山 信 「両大戦間期フランスの東欧政策研究序論JW東欧研究会々報J]No. 2 

外)1!継男 「ゲノレツヱンにおける『スラヴ連邦』の思想をめぐってJjJ東欧研究会々報J

No.2 

鳥山或人 「ポーランド=リトワ連合小史JjJスラブ研究J]No. 10 

MOMOSE Hiroshi r A Survey of Eastern Europe from the Viewpoint of Japanese 

ScientistsJ [1スラヴ研究J]No. 10 

(4) ロシア革命の研究 (1957-59，1968-69) 

〈口頭発表)

江口朴郎 ロシア革命論 (1957)

和田重夫 ソヴエトにおける十月革命史研究の現段階 (1957)

和田重夫 ブレスト・りトウスク条約の諸問題 (1959)
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鳥山成人 ユーラムのソヴエト政治論について (1960)

勝国吉太郎 ソヴエト体制と軍部 (1962)

高岡健次郎 エス・エノレの農業綱領の性格とその結果については962)

鳥山成人 江口朴蕗編『ロシア革命の研究Jについて (1969)

外 JII 継男

タト111継男 ハーヴァード大学におけるロシア革命 50周年記念シンポジウムについて

(1969) 

〈論文等〉

猪木正道 「レーニン・スターリンにおけるプロレタザアート独裁理論の発展Juスラヴ研

究JlNo. 4 

荒又重雄 「プレハーノフとプロレタザアートのヘゲモニーの問題Juスラヴ研究JlNo. 4 

高岡健次部 「ロシア臨時政府に関する一考察一一特に連立政府に対するエス・エルの動向

を中心として (I)(II) J uスラヴ研究JlNo. 12， 14 

(5) ロシア・東欧におけるナショナリズムの諸問題 (1970-73)

(口頭発表〉

江ヨ朴郎 「コミンテノレンと東方j についての最近の研究動向について (1970)

木村汎 ソ連の対東欧政策 (1970)

百瀬宏 第二次大戦とフィンランド一一独ソ戦争への「参加」の事債をめぐっては971)

宮島直機 ポーラ γ ド近代史とピウスツキ (1972)

南塚信吾東欧における農奴解放と民族問題 (1974)

(論文等〉

矢田俊隆 「オーストリア=ハンガリー帝国の崩壊J(岩波講座『世界歴史Jl)第 24巻

本村 汎 fソ連の対東欧政策一一介入要因の研究 Ju国際政治学年報Jl1970年秋季号

百 瀬 宏 「北・東ヨーロッパのファシズムJu社会思想JlVol. 2， No. 3 

矢田俊睦 「ハプスプノレク帝冨の統合と分解をめぐる諸問題 (I)(立)Ju北大法学論集JlVol. 

23， No. 2-3 

伊東孝之 「東欧の民族問題とマルクス主義の民族自決概念一ーローザ・ルクセンフツレクJ

『スラヴ研究JlNo. 18 

(6) ソ連社会の変遷と対外関係 (1973-75)

(口頭発表)

中西治 米中ソ関保と転換期のソ連外交 (1972)

伊東孝之 ソ連・ポーラ γ ドの共産党文献にあらわれたソ=ポ戦争 (1919-20)(1972) 

斉藤孝 ソ連邦における第二次世界大戦研究 (1973)

山内昌之 トルコ=アノレメニア戦争とトルコの対ソ関係 (1973)

岩田昌征 ユーゴスラピア社会主義とソビエト社会主義 (1974)

鹿毛達雄 「ドイツの 10月」とファシズム (1974)

百瀬 宏 「第二次大戦中のソ連のフィ Yランド政策一一ー戦後への展望によせて (1975)

〈論文等)

木村 汎 「ソ連邦における個人的副業経営一一とくに社会的経営との関係において一一」

『スラヴ研究JlNo. 18 
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伊東孝之 「戦後ポーランドの成立一一ソ連外交とポーランド労横者党の戦指(1943-1945

年)Juスラヴ研究JlNo. 18 

百瀬 宏 「戦後フィンランドの対ソ関係 (1944-1948) に関するノ一七津田塾大学『国

際関係学研究JlNo. 1 

さらにスラブ研究施設を中心として， 1970年 5丹に北海道スラヴ研究会が設立され，現

在に至るまでほぼ定期的に月例研究会がおこなわれてきたG この研究会は単に北大のみな

らず札幌周辺の他大学の研究者や学生.社会人にも開かれたものであって，スラヴ研究に

関心のある者で会費を納入すれば誰で、も加入することができる C この研究会における発表

者と報告テーマは以下の如くである O

(1970年度)

支ogerPortal 19堂紀ロシアの工業中産階級

葉井一行 ベリンスキーとナジェージヂン

成昌博之 レーニンと第二インターナショナノレ

鳥山成人松田道雄著 f革命と市民的富由』について

若林大鬼智 プロークの恋愛論について

外JII継男 ゲノレツェンとツノレゲーネフの論争をめぐって

山内昌之 ソビエト=トルコ関係 (1920-1923)一一国家的関係とイデオロギー的関係一一

出口建司 クロンシュタットの叛乱 (1921)

望月喜市社会主義経者理論の最近の動向

池田博行 シベりア開発

E南田静真 渓内謙著『ソピ、エト致治史一一権力と農民一一』について

木村汎渓内謙著『スターリン体制の成立(第 I部)Jlについて

(1971年度)

栗生沢猛夫 ヨシフ・ヴォロッキー (1439-1515) の政治理論

望月喜市 ソ連経済の発畏と再生産構造一一第八次五ヶ年計画の総括と第九次五ヶ年計画

の晃通し一一一

出かず子 F. Randall著 rチェノレヌィシェフスキー』について

外川継男 A. Walickiのロシア人民主義論について

三宅正樹 現代史におけるヨーロッパと日本一一幸致ロシア外交文書集の反訳の問題をめ

ぐって一一一

小平武初期 の マ ヤ コ フ ス キ ー

西)11正雄 第二インターナショナノレにおける植民地問題

Jean Baptiste Duroselle 第二次世界大戦をめぐって

中村健之介 ドストエフスキーの『未青年』について

荒又重雄 「改革」前後のロシアの労働政策一一Zeln訟をこ学んで一一

渡辺善一郎 ソ連とソ連人

金子信雄 ドプロリューボフの世界観の形成

早坂真理 トカチョフの革命思想、
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外 JII 継男

性保雅子 ソピ、エト法における労{勤者の解雇について

(1972年度〉

百瀬 宏 東北ヨーロッパと日本外交 (1918-1944)一一一日本側史料の紹分によせて

工藤正広 パステノレナーク著『わが妹・人生・ 1917年夏』の神話

秋月俊幸 日露雑居時代の樺太一一一環地ロシア保書簡資料から一一

嶺野修 ブハーザンとコミ γテノレン序説

Mrs. M. A. Lucas ブルガリアについて

伊東孝之 ポーランドにおける現代史研究の近況

佐藤正人 ミールに関するマルクスおよびエンゲノレスの見解について

竹田正直 ロシア教員組合運動史 (1905-1907)

山内靖子 F革命ロシア』に見られるエス・エル党の思想的特糞一一土地の社会化を中心に

しては900-1906)一一

左近毅最近のソ連におけるパクーニン研究

(1973年度)

Jerzy Slizinski 比較文学の方法論の諸問題

松田潤 ラヴローフの『歴史書簡』の実証主義

内藤操 「ナロー刊 について一一言葉の実惑から一一

神田明典 レニングラード大学にロシア史を学んで (1967-1973)

藤家壮一 外国人にとってりロシア語のむずかしさ(ロシア語否定他動認の補語一一対格

か生搭か?) 

中村建之介 夢想家小見一一一ドストエフスキーの初期作品

伊東孝之 ローザ・ノレクセ γ プノレクのロシア観

灰谷慶三 ピャチスラフ・イワーノフの Fディアード論』について

夕刊!継男 カナダにおけるスラヴ研究

B南自静真 19世紀末ミーノレに関する文献上のー問題

小平武 ブロークの『パラと十字架』について

(1974年震〉

花田圭介 管見ブノレガリア

富南庄一 19世紀末ロシア工業化における外国企業の役割

栗生沢猛夫 イワ γ四世=クーノレプスキー公往復書簡についてー最近の論争を中心に-

Franco Venturi ロシア人民主義の研究をめぐって

松本忠司 ゴーリキーの書簡について

Vig Rudolf ソ連・東欧におけるジプシーの生活と音楽

出かず子 1974年夏ロシア文学の旅

伊東孝之 1974年初秋ソ連・東欧の旅

城田俊チェコの印象

望月喜市 ソ連経済の最近の状況

工藤正広 パステルナークの第二の恋
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出版・教育・文献収集等

以上の鱈人研究および共同研究の成果は，毎年発行されるスラブ研究施設の紀要『スラ

ヴ研究j]vこ発表される O これは 1957年に第 1号が出されてから 1974年までに 19号を数

えるが，近年はわが患の学界のみならず，欧米のスラヴ研究者のあいだにも注目されるよ

うになった。

さらにスラブ研究蒐設においては，かねてから必要が痛感されていたわが国におけるソ

連・東欧研究者名簿を作るべく， 1971年春 537人の研究者にア γヶートを送り，これにも

とずいて 460人の研究者のザストを作製した10)。

これは (1)姓名， (2) 生年月日， (3) 最終出身校および卒業年次， (4) 勤務先， (5) 

現住所と電話番号， (6) 所属学会， (7) 専攻領域， (8) 主要業績の八項呂から成ってお

り，この 460人の専門別内分には以下の通りである O

(1) 語学・文学 157人

(2) 経済 137人

(3) 霊史 61ノ¥
(4) 設治 37人

(5) 法律 24入

(6) 国際関係 11人

(7) その他 35人

このほかスラプ研究施設欧文図書目録11) 欧文雑誌呂録12九マイクロフィルム所蔵目

録13)および研究蒐設便覧14)が出されている O

教育活動としては，設立以来全研究員によって，二単位のスラヴ地域特殊講義が集中講

義の形で分担されてきたが， 1970年からは四人の専任研究員による通年四単位の講義がお

こなわれるようになったっ

1971年度 ロシア・ソ連の政治と経済(歴史一外JII，霞際関係-百瀬，経済一山本)

1972年震 ソピエト社会ーその藍史・経済・法律・政治(外J11，山本，木村)

1972年度前期 ソビエト現代史の諸問題(木村)

後期フィンランド近・現代史(百瀬)

1973年度前期カルポーヴィチ fロシア史概説』涼書講読(外月l)

後期ロシア文学における「余計者j の系譜(出)

1974年度前期 グロース F人民ポーランド一一政府と政策』東書講読(伊東〉

後期ノくーリン『ロシア文化の沈黙i掠書講読(外J1D

1975年度 ソビエト政治の諸問題〈外JiI.木村)

10) Wわが留におけるソ連・東欧研究の動向一一Listof Researchers in Soviet and East European 

Studies in Japanj. 1972. 

11) Ir欧文図書自録. 1953-1965j. 1966. Ir歌文謹書官録， 1966-1970.!l. 1972. 
12) 北海道大学法学部所属スラプ研究施設『欧文雑誌呂録. 1953-1973jl， 1973. 

13) [fマイクロフィルム所蔵目録， 1953-1971j， 1971. 

14) 北海道大学 Fスラブ研究施設震覧.!I 1970， 1973， 1975. Bulletin，τhe Slavic Institute of 

Hokkaido University， 1970， 1975. 
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外 )11 継男

さらに北大内外の学生や研究者を対象として，正規の授業とは別に，単位にならないセ

ミナーや講習会が関かれている O

1970年度パクーニン研究(外JI!)

フレロフスキー『経済著作選集J講読会(山本〉

1971年度ソ連邦共産党中央委員会テーゼの講読会〈木村〉

ミーノレの諸問題〈山本〉

1972年 度フィ γ ランド語入門(百瀬〉

ロシア社会思想史研究〈外J11)

1973年度ポーランド語入門〈伊東〉

ロシア史関係論文講読会(外)11)

1974年度ポーランド史講読会〈伊東〉

ロシア史関保論文講読会〈外灯1)

1975年度ポーランド語会話〈伊東，福田ヤニーナ〉

これらのセミナーに出席するのは主として大学院生であるが， そのなかから 1974年に

誌栗生沢猛夫と平坂真理の二人がドイツ連邦政府とポーランド政府の給費留学生試験にパ

スして，それぞれベルリン喜由大学とワノレシャワ大学に留学している O

以上のほか外JfIと出は毎年のように文学部のロシア文学の講義を持ち，伊東は法学部の

国禁致治の授業を担当している O

さらに教育啓蒙活動の一環として，毎年七月札現で開かれる研究員会議の折に，主とし

て北大外の研究員による公開講演会も開かれている O これは 1965年に設立十周年を記念

して開擢されたことがあったが 1969年以降は毎年おこなわれるようになったO

(1969年〉江口朴部 ロシア革命の現代的意義

木村彰ー スラヴの使徒キリーノレの業績について

(1970年〉岩間徹 ロシアのインテリゲγツィア

金子幸彦 トノレストイについて

(1971年〉木村彰一 挽年のトノレストイ

百瀬宏 フィンランドとロシア一一現代の藍史像一一

(1972年〉斉藤孝 ソ連外交の歴史的特質

木村 汎 ソ連と東欧一一共産圏における大霞・小国関係

(1973年〉木戸姦 ユーゴスラピアの社会主義

平井友義 コミンテノレンとソ連外交一一分化と統合一一

(1974年)斉藤孝最近の中ソ関係

南塚信吾 ハンガ哲一留学から帰って

内外の研究機関との関係

スラブ研究施設は設立以来，内外の大学，図書館，研究機関と学術的関係を発展させる

べく努力してきた。わが国の主要な大学には紀要 fスラヴ研究』を送付しているが， とく

に図書目録を刊行することによって，各地の研究者から文献の資料の貸出しに答えてい

るG また兼任研究員以外に北大外の大学から，内地研修員としてスラプ研究施設で長期，
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短期にわたって研究をおこなう者も近年めだつようになっ t.:..o外国との関係では， ソ連・

東欧の主要な大学，研究所，図書館と文献の交換をおこなっている O しかし国立大学の予

算上の制約から，先方から寄贈された分の見返りとして，社会主義諸国がとくにのぞんで

いる日本語の研究文献を購入して，送討できないことが文献交換上のネックとなってい

るつ

外国からの研究者も毎年のように本研究施設を訪ねるが，西側で時アメリカの学者がも

っとも多¥"'0 ソ連・東欧留からは， 1973年度に当研究施設が号本学術振興会の客員研究員

として，ポーランド科学アカデミー・スラヴ研究所のイエージィ・シルジンスキー教授を

招へいしたc また本年 (1975)は， 日ソ学術交流にもとずく三名のソ連の学者の来訪が予

う豆さ ~Lてし、る。

蔵書および図書収集について

スラプ研究施設の蔵書数は，本年までに約 17，000点に達するが， その多くは 1955年以

後出版された図書で、ある O これらは歴史，文学，政治，経済，法律，国際関係という六つ

の研究部門にまたがっているが，いずれも研究員と密書職員の努力によって，毎年発行さ

れる走大な文献から精選されたものである。創設以来図書の購入には特に力を入れ，研究

員掴人が購入したし、ものであっても，一冊しかないときは研究施設の蔵書として入れるよ

うに努めてきた。これらの大部分は， ソ連(ロシア)関祭のものであるが，近年ポーラ γ

ドおよびフィンランドの近・現代史に関する文献も徐々に増加しつつある O また小さな研

究機関としては雑誌文献が比較的多いことも特色と言えよう C 欧文約 110点， 露文約 130

点におよぶこれらの定期刊行物のうち，主要なものに関しては， 1960年度にロックフエラ

ー財団から措助金を得て，マイクロフィルムの形で欠号をうめてある。これらの雑誌、文献

は， とりわけわが国の研究者によって頻繁に利用されている C

しかしこれら図書の購入に関しては，近年における書籍の値上がりや印刷費の高騰によ

って，ますます大きな制約を受けるようになっており，科学研究費の補助金による購入の

割合が多くなってきている。

将来への屡望

以上においてスラブ研究掩設二十年の歩みを概観してきたが，幾多の困難にもかかわら

ず，今日まで研究を雑持し発展させることができたのは，ひとえに壁代の主任・施設長を

はじめ，研究員と事務担当者の献身的努力に負うものである G しかし設立当初想定してい

たように，可及的速やかに学部前置の研究施設から独立した大学的高の研究機関へ脱皮す

ることは，二十年の歳月をもってしてもまだ実現されていなし~これはわが留においてソ

連・東欧研究の必要性が今日なお焦眉のこととして痛感されていないこと，地域研究とい

う学際的研究のあり方が従来の講座制，学部舗の研究体観になじまないことと並んで，わ

れわれの努力や研究実績がまだ十分ではないところからきている O

近年スラブ研究施設は，従来の共同研究の体制をさらに強化し学問的・社会的要請に

答えるべく，北海道大学時属「ソ連・東歌研究センタ-Jへの改組拡充をめざしている O

これは歴史， 文学， 政治， 経済， 法律，国際関係の各部門に最低一人の専任研究員を配
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し，北大内外の専門家を兼任もしくは客員として各部門に数名置くことによって，従来以

上の総合的な成果を意図するものである O

明年関学百年を違える北海道大学に，文科系のユニークな研究機関として「ソ連・東欧

研究センター」が設立され，わが国はもとより諸外層のこの分野のいずれの研究機関にも

劣らない研究業譲がつぎつぎと産み出される日が到来することを切望してやまなし、G

(Sapporo. Apr. 30， 1975) 
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