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学 位 論 文 の 要 約 

 

論文題目  冷戦初期のアメリカ合衆国の大学におけるソ連研究の編制過程に関する研究 

       ―学知と冷戦の緊張関係に注目して― 

 

申 請 者  藤岡 真樹 

 

学位論文の要約 

本論文の目的は、第二次世界大戦期から冷戦初期にかけてのアメリカ合衆国（以下、アメリカ）

の大学において、ソ連研究が編制されていく歴史的過程を、学知生産の拠点である大学とそれを

取り巻く冷戦下の国家や財団などとの「緊張関係」という視座から跡づけ、アメリカの学知に生

じた変動と、それがアメリカの国家と社会にいかなる影響を及ぼしたのかを考察することであっ

た。 

冷戦期のアメリカの大学、とくにその研究活動の実相については、これまで多くの研究蓄積が

ある。それらは大きく 2つに分類されるが、いずれも大学の性格規定やアメリカの政治や社会と

の関係については、貧弱な解答しか提供してこなかった。1990年代までに量産された第 1の研

究群は、大学をヴェトナム戦争に知の側面から加担した一種の加害者と捉え、それを告発する研

究に起源を持つ。それらは、冷戦期の大学が合衆国政府や財団などの権力の支配下に置かれてい

たことを批判的に捉える研究群であった。それに対し、1990年代後半から顕著になってきた第 2

の研究群は、冷戦期の大学や大学人が新しい学問領域の開拓やそれに必要な資金を獲得していく

過程で、アメリカの国策や学術世界における冷戦秩序の形成に積極的に関与したことを指摘する

研究である。近年のアメリカの学界における研究潮流は、全体として第 1の研究群から第 2の研

究群に移りつつあるが、第 2の研究群に問題がないわけではない。その 1つは、第 2の研究群は、

冷戦期に大学と国家や財団との関係が資金面においても研究内容の面でも緊密化したこと、合わ

せて、反共主義やマッカーシズムといった形で大学や学知への政治的関与、および抑圧の歴史が

あったことについて、やや軽視している点にある。また、もう 1つの問題点として、第 2の研究

群は、近年の人文・社会科学全般を席巻した主体性（エージェンシー）論の影響を受け、大学や

大学人のしたたかさや狡猾さに注目しつつも、たとえば、彼らの行動の源泉を連邦資金への飽く

なき執着心に求めるといった点で第 1の研究群と視点を同じくするなど、その視座において第 1

の研究群を超えるものではない点にある。もっとも、大学は外部の関与を一切排除した神聖な知

的共同体たるべきという大学観を強く持つ第 1の研究群の視点は、第二次大戦期以降のアメリカ

の歴史研究においては、ナンセンスでアナクロニズムであるという第 2の研究群の指摘は重く受

け止めなければならない。 

冷戦期の大学をめぐる先行研究が抱える以上の問題は、われわれに連邦政府などの冷戦秩序を

形成しうる権力と大学・学知との関係を二項対立的な図式ではなく、それらを「架橋」して論じ

る研究の必要性を要請している。そこで本論文は、歴史家のリチャード・ホーフスタッターなど

が用いた「緊張」（tension）という語を援用し、その視座から、冷戦期の大学や大学人が、学知

と政府や財団などとの緊張関係のなかで、いかなる研究活動に取り組んだのかを実証的に解明し

ようとした。 
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本論文は、序論において、以上のような先行研究の整理・検討と問題点の抽出、そしてそれを

克服するための方法論を提示した後、4つの章から構成される本論において、冷戦初期にソ連研

究に従事したコロンビア大学ロシア研究所、ハーヴァード大学ロシア研究センター、マサチュー

セッツ工科大学（MIT）を具体的な対象として考察をおこなった。 

第１章では、冷戦初期のアメリカにおけるソ連研究の基盤の 1つとなった第二次大戦期の連邦

政府組織である情報調整局（COI）東欧研究部門とその後身である戦略情報局（OSS）ソ連研究

部門という 2つの戦時機関においてソ連研究が形成され、変容を遂げる過程を、研究者の思想・

構想という学知と、レッド・スケアおよび第二次大戦との緊張関係に注目しつつ明らかにした。

第二次大戦の勃発を受け、COI東欧研究部門の部門長に就任したコロンビア大学歴史学教授のジ

ェロイド・ロビンソンは、学生時代から、労働者のための漸進的な社会改良の必要性を主張する

論考を発表するなどして、アメリカとソ連は協調すべきという思想を育んでいた。しかし、東欧

研究部門を統括する調査分析部（R&A）や米連邦捜査局などによる反共主義的な圧力を受け、米

ソ協調という自己の主張をひとまず封印し、禁欲的な姿勢でもって、統計や定量分析といった「中

立的」で「客観的」なソ連・東欧研究に取り組んでいた。 

しかし、1943年 1月のR&Aの組織再編によるOSSソ連研究部門の誕生と同部門長への就任、

そして独ソ戦におけるソ連の優位という戦況の変化によって、ロビンソンらの研究は転機を迎え

る。とくに後者の出来事は、アメリカ政府・社会のソ連に対する認識を変化させ、その結果、ソ

連研究部門は他の政府機関から研究の要請をされる組織にまでなる。これらの研究を通して、同

部門では、それまでタブーとされてきたソ連の外交政策を分析の俎上に載せる研究が可能となっ

たばかりか、ソ連は理性的で合理的な国家であり、第二次大戦が終結した後もアメリカと協調す

るだろうとする、それまで封印されてきたロビンソンの主張が全面に押し出されるという研究上

の変容が見られたのであった。 

第２章では、第二次大戦の終結から 1950年代初頭にかけて、コロンビア大学とハーヴァード

大学でソ連研究に従事する組織が制度化されていくまでの過程を跡づけた。1945年 9月にハリ

ー・S. トルーマン大統領の行政命令にて OSSが解体された後、ソ連研究部門や OSSの研究者は

コロンビア大学やハーヴァード大学などの主要な大学に移るが、本章では両大学において、ソ連

研究が組織面のみならず学知の面でいかなる「再編」を遂げたのかを明らかにした。 

1946年にはコロンビア大学にロックフェラー財団の支援を受け、ロビンソンを所長とするロシ

ア研究所が、また 1948年には、ハーヴァード大学にカーネギー財団が支援するロシア研究セン

ターが設置された。ところが、コロンビア大学ロシア研究所は、研究上、連邦政府やアメリカ社

会から距離を置き、学生の教育に注力する機関となった。これは、ロビンソンが第二次大戦期か

ら育て上げてきた学際的で現実主義的な視点からの「ソ連研究」を守りつつ、それを冷戦初期の

アメリカに「軟着陸」させようとしたものであった。 

一方、ハーヴァード大学ロシア研究センターは、スポンサーとなったカーネギー財団の意向も

あり、行動科学を中心に据えた新しい「ソ連研究」を構想していた。しかし、それとは裏腹に、

同センターはソ連の専門家ではない研究者が多数を占めたことから、ソ連への関心が低調な機関

となった。当初、このセンターに集まった研究者の多くには、ソ連をあくまで 1つのケース・ス

タディとして取り上げ、最終的には、自身が関心を持つ学問領域の洗練や刷新を目指す傾向が見

られた。しかし、同センターは、MITが国務省の依頼で実施した「トロイ計画」（Project Troy）

というソ連研究に参加することで、「政策提言」を目的としたソ連研究に一部向かうことになった。
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ただし、「学術研究」としてソ連をいかに分析するかという視点は依然として曖昧なままであった。

冷戦初期のソ連研究の「再編」過程においては、学知と国家・財団との緊張関係の下、「学術研究」

としてソ連を研究する際の立場や、そのまなざしという点においては態度を保留しつつ、まずは

立ち上げたばかりの機関をアメリカに定位させようという点に力が注がれたのである。 

 第３章では、ハーヴァード大学ロシア研究センターが空軍の研究所の要請を受けて実施した「難

民聞き取り計画」（Refugee Interview Project：以下、RIP）をめぐる、学知と冷戦期の国家政策、

反共主義、マッカーシズムとの緊張関係を明らかにした。ロシア研究センターの設置にあたって

カーネギー財団との折衝をこなし、同センターの執行委員も務めていたハーヴァード大学の社会

学者タルコット・パーソンズは、1948年 6月から 8月にかけてドイツとオーストリアの米軍占

領地域において、ソ連からの難民と接触した。パーソンズの渡欧は、ソ連人難民からの聞き取り

調査という「ソ連研究」の可能性を探ることが目的であった。パーソンズのソ連人難民との接触、

それに第二次大戦期からハーヴァード大学と空軍が構築してきた密接な関係性を基に、1950年、

空軍大学人材開発研究所はハーヴァード大学ロシア研究センターに、ソ連の空爆拠点を選定する

研究を依頼した。こうして始まったのが RIPである。これは、ドイツ、オーストリアのアメリカ

占領地区、さらにはアメリカに居住するソ連人難民へのインタビューを通じて、ソ連の情報を獲

得することを目的とした研究であった。 

 ところが、RIPに従事した研究者はその当初から、空爆拠点選定の研究に留まらない、より幅

広いソ連の研究を目指していた。それは、そもそもハーヴァード大学ロシア研究センターが人び

との行動を体系的に把握する行動科学を発展させることを目的に設置された機関であったからで

ある。ゆえに、RIP は、空爆研究からかけ離れた「ソ連の社会制度に関する研究」に変貌した。

その結果、合衆国議会や反共主義者から大きな批判を浴び、RIPは実質的に中断に追い込まれた。

その後、1954年に空軍に提出された最終報告書である「ソ連の社会制度の戦略的・心理的強靭性

と脆弱性」（以下、「ソ連の脆弱性」）および 1957年に出版された『ソ連の制度はどのように機能

しているか―文化的、心理的、社会的な問題に即して』（以下、『ソ連の制度』）において、ロシア

研究センターのソ連研究は、冷戦と学知のはざまで身動きが取れない状況に陥ったのである。 

 第 4章では、トロイ計画後のMITにおいて、ソ連研究の継続が計画されていたにもかかわら

ず、結果的にそれが「途絶」するまでの過程を明らかにした。トロイ計画が終了した 1951年は

じめのMITでは、新たなソ連研究への胎動が見られた。MIT学長のジェイムズ・キリアンは、

トロイ計画が終了した直後から国務省と交渉し、MITに、トロイ計画後のソ連研究（トロイ・プ

ラス）に継続的に取り組むことを目的とした恒久的な「センター」を設置することを目指してい

た。しかし、1951年の春から秋にかけて、朝鮮戦争の膠着状態も相まって反共主義の攻撃を受け

ていた国務省は、MITが設置するセンターへの資金援助を断念した。代わりに米中央情報局（CIA）

が連邦政府における援助組織として名乗りを上げたが、CIAは国家安全保障会議（NSC）が必要

とする研究課題を「センター」に取り組ませる方針を採った。そして、1952年 2月の「国際問

題研究センター」（Center for International Studies：以下、MITCIS）の設置、および、センタ

ー長へのマックス・ミリカン（経済学者）の就任によって、センターの潮目が変わりはじめた。

それは、ミリカンがMITCISへの研究費助成団体として接近していたフォード財団が、中国の「喪

失」を危機と捉え、共産主義の世界への拡大を食い止めるべく、途上国への戦略的な経済援助と

経済開発に関する研究を喫緊の課題と見ていたことが関係していた。このようなフォード財団の
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意向によって、トロイ・プラスの実施母体として計画されていた「センター」であるMITCISは、

近代化論研究の実施主体として編制されはじめたのである。 

 また、この「センター」設置の動きと並行して、MITの執行部は、経済史家のウォルト・ロス

トウをリーダーとしたソ連研究を組織していたものの、彼がソ連の専門家ではなかったこと、ま

た上述のようにMITCISの方向性が変わってしまったことから、ロストウのソ連研究、およびそ

の成果として 1953年に世に問われた『ソ連社会の動態性』は、「学術研究」的な価値を持つソ連

研究とはならなかった。さらに、『ソ連社会の動態性』が出版された 1953年には、フォード財団

のみならず合衆国政府も、ソ連よりも途上国の経済開発に関心を向けはじめたため、ソ連研究は

「学術研究」的な面はもとより、「政策提言」的な面でも存立の余地を失い、途絶を余儀なくされ

たのである。 

この過程においては、フォード財団および合衆国政府の意向が優先され、学知がないがしろに

されたようにも見えるが、見過ごされがちなのは、「センター」がその中身をソ連研究から近代化

論へとかくも容易に入れ替えることを可能にした論理である。それは、第二次大戦後のMITに

おいて人文・社会科学部として初めて誕生した人文科学と社会科学の「研究」空間を維持・発展

させようという学内の論理であった。「センター」の設置と維持が優先され、その中身である学問

分野が犠牲になったとも言える。MITCISの歴史が理解しづらい理由の一端は、学知と国家の「緊

張関係」のみならず、そこに学知とは別の次元での学内論理が存在したことにあったのである。 

 結論では、ここまでの議論を総括し、第二次大戦期から冷戦初期にかけてのソ連研究は、大学、

大学人と国家権力、財団との緊張関係のなかで、双方がときに依存し、対立しながら、言わば絡

み合いつつ進展したこと、そして、1950年代前半の冷戦初期にあってソ連研究は、身動きが取れ

なくなり、途絶を余儀なくされてしまうまでの過程を確認した。そのうえで、本論で明らかにし

たこうした歴史的過程は、先行研究の第 1の群、もしくは第 2の群のいずれかの立場に立ってい

たならば、決して浮かび上がってこなかった歴史的過程であるとの結論を提示した。 

 これに加え、結論部では、本論文の研究上の意義をさらに明確化すべく、次の問題への考察を

試みた。 

 歴史家のオリヴィエ・ザンズは、『なぜアメリカの世紀だったか』（1998年）において、19世

紀後半以降のアメリカにおいては、学知の力を国力増強のために動員すべく、大学、政府、財団、

企業等を構成要素とする「制度的マトリックス」（Institutional Matrix）なる組織間の連携体制

が誕生し、これが 20世紀のアメリカが「アメリカの世紀」を実現する大きな基盤となったこと

を論じた。ただし、ザンズは、制度的マトリックスは多元主義を信奉するエリートによって推進

されたとしつつ、同時にこの体制が、大学はもとよりアメリカのあらゆる組織や人びとに同質化

を迫る力をも内包していたのではないか、との疑問を抱いていた。しかし、第二次大戦終結直後

でその記述を終える『なぜアメリカの世紀だったか』では、ザンズの疑問は解消されないまま残

されることになった。そこで、結論部においては、本論で明らかにしたソ連研究のその後の歴史

に触れることで、彼の疑問に答えることを試みた。 

 取り上げた第 1の事例は、第２章で扱ったコロンビア大学ロシア研究所のその後についてであ

る。本論文では、同研究所は、研究上、ザンズの言うところの制度的マトリックスから離脱し、

独自の道を歩むことを決意したと論じた。しかし、冷戦初期の時代にあって、ロシア研究所が制

度的マトリックスから離脱することで、学知としての自由、換言すればアメリカの多元主義を体

現する存在となり得たのか否かを考察した。 
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 ロシア研究所自体は、少なくとも所長のロビンソンの意向としては、外部の機関とは距離を置

く方向性を打ち出していた。しかし、彼は他の研究者の行動に制約を加えることはなかった。そ

の結果、所員である経済学者が空軍やランド研究所と、また国際関係学者が CIAやフォード財団

との関係を切り結ぶことになったのである。このことは、大学が制度的マトリックスから脱しよ

うとした場合であっても、それと同時に国家への同質化とも言える動きが見られたことからして、

制度的マトリックスから離れようとする試みは、必ずしも多様な学知を生み出す契機となったわ

けではなかったことを示している。 

 ただし、それは、ザンズの言う制度的マトリックスに留まり続けることで、大学が安定した互

恵的立場を維持し得ることを意味するものではない。第３章のハーヴァード大学ロシア研究セン

ターが実施した RIPの事例で明らかにしたように、合衆国議会や空軍、また反共主義やマッカー

シズムが支配するアメリカ社会によって制度的マトリックスから強制的に退場を迫られたケース

もある。そこで、第 2の事例として RIPのその後の事例を取り上げ、制度的マトリックスという

1つの研究のよすがを失った学知はその後、存続し得たのか否かを考察した。 

 かつてハーヴァード大学ロシア研究センターにて RIPを牽引し、その後、スタンフォード大学

に移籍していたアレックス・インケルスとレイモンド・バウワーは、空軍への最終報告書である

「ソ連の脆弱性」の提出から 5 年後、そして『ソ連の制度』の出版から 2 年後の 1959 年に『ソ

連の市民―全体主義社会における日常生活』（以下、『ソ連の市民』）を発表した。この『ソ連の市

民』は、ソ連社会と、アメリカを含めた他の産業社会との近似性を提示することを目的とした研

究であった。同書において論じられたのは、ソ連の市民には、民主的な政治体制を求める動きよ

りも、産業社会のひずみから生じる生活不安の解消を求める動きの方が顕著であるということ、

そしてソ連の社会制度には個々人の生活を統制する機制は内在しないということであった。この

『ソ連の市民』の重要な点の 1つは、かつて彼らが執筆した『ソ連の制度』と同じ資料を用いな

がら、全く異なる視点から議論を組み立てている点にある。また、この『ソ連の市民』がかつて

RIPを葬り去った合衆国議会から注目され、また学術研究者からの注目をも惹起した点も見逃せ

ない。これらは、かつて制度的マトリックスから放逐されたソ連研究が、そのよすがを失ったこ

とでかえって学知としての活力を取り戻し、ソ連研究という学知に多様性をもたらしたことを示

している。 

 もっともこのことは、制度的マトリックスが学知にとって弊害でしかないことを意味するもの

ではない。とくに、RIPの事例について言えば、初期の段階で空軍との結びつきがなければ研究

自体が存在しなかった可能性が高く、その場合、制度的マトリックスから退場させられた後、『ソ

連の市民』という学問的な成果が生み出されることはなかったはずである。このことは、学知と

権力が一定の距離を保ちつつも、権力に接近することによって、当初予想しなかったような別な

形の志向が拓かれた顕著な例であると言えよう。 

 加えてこのことは、学知の発展を「アメリカの世紀」の推進力にしようとした制度的マトリッ

クスの構築過程において、学知あるいはアメリカ社会の同質性に向かうベクトルと、多様性・多

元性を可能にするベクトルとが、同時に存在したことを想起させるものであろう。このような制

度的マトリックスの特性は、本論文が緊張関係と呼んできた特性と通じるところがある。しかし、

本論文の議論は、ザンズの制度的マトリックスでは十分に回収できない部分を多分に含んでいる。

すでに述べたように、彼の著書である『なぜアメリカの世紀だったか』の記述が第二次大戦終結

直後で終わっていることから、本論および結論にて明らかにしてきたような、制度的マトリック



6 

 

スからの大学の離脱の動きなどについては、ザンズの議論では扱われていない。したがって、本

論文が明らかにした、ソ連研究が身動きが取れなくなり途絶に至る経緯や、1950年代の後半に見

られた大学人と政府・財団との新たな関係構築の動き、そして空軍との契約から解放されること

で学知としての洗練度を増していくといった動きは、内部にさまざまなアクターを取り込み、拡

大を続けていくという制度的マトリックスの内側からの組織的発展過程に重点を置いたザンズの

議論ではすくい上げることができないのである。 

 むしろ、制度的マトリックスというよりも緊張関係という視点から本論文が明らかにしたソ連

研究の歴史的軌跡を観察した場合、それは学知と国家・財団などとが緊張関係を持続させつつ、

冷戦の進行とともに、その関係性を「再構築」していく過程であったという見方が浮かび上がる。

また 1970 年代後半以降にソ連研究が再び興隆してくるという事実をも視野に入れるならば、こ

の過程は、のちにソ連研究が再出発する素地を形成する過程でもあったとも言える。国際情勢お

よび国内情勢の変化に伴って学知や政府、財団などの関係性が再構築されていくという視点もま

た、ザンズの制度的マトリックスの議論では論じることができなかった部分である。 

 以上のように本論文は、緊張関係という視点を導入することで、ザンズの制度的マトリックス

では説明がつかないであろう冷戦期全体を通じたソ連研究の歴史を紐解こうとした研究である。

この意味で本論文の意義は、1950年代前半に身動きが取れなくなり、ひとまず途絶したソ連研究

がデタントの挫折により注目され、1970 年代後半に再出発するという歴史を理解するための 1

つの起点を提供した点にあると考える。 




